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はじめに 
Cisco Expressway は Cisco Unified Communications Manager が提供する包括的なコラボレーション サービ

ス専用に設計されています。Cisco Expressway は、確立されたファイアウォール トラバーサル テクノロジーを採

用し、従来のエンタープライズ コラボレーションの境界を再定義します。当社の Any-to-Any コラボレーションのビ

ジョンに対応しています。 

このマニュアルでは、基本的なビデオ インフラストラクチャの導入の基盤として Expressway-E および 
Expressway-C を設定する方法について説明します。 

 ビデオ ネットワーク管理者に Expressway のセットアップに必要な一連の手順を示し、次に想定通りにシステ

ムが機能していることを確認する方法について説明します。 
 このマニュアルは、必要な DNS、NAT およびファイアウォール設定情報を提供しますが、ネットワーク管理者

がこれらのシステムの設定に関する実用的な知識があることを前提としています。 
詳細なリファレンス情報は、このマニュアルの付録に含まれています。 

 付録 1：設定の詳細 [37 ページ] は、このマニュアルで使用される Expressway の設定の詳細をリストして

います。 
 付録 2：DNS レコード [42 ページ] は、この導入例に必要な DNS レコードについて説明します。 
 付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定 [44 ページ] には、必要な NAT とファイアウォールの設定の詳

細が含まれます。このマニュアルでは、Expressway-E のデュアル ネットワーク インターフェイスおよび NAT 
機能を使用して可能になる、多数の NAT およびファイアウォールの配置オプションの小規模なサブセットにつ

いて説明します。 
 付録 4：高度なネットワークの導入 [47 ページ] はスタティック NAT およびデュアル ネットワーク インターフェイ

ス アーキテクチャを使用してシステムを展開する方法について説明します。 
システム設定パラメータの説明については、『Expressway Administrator Guide』および Expressway Web アプ

リケーションのオンライン フィールド ヘルプ  およびページ ヘルプ  を参照してください。 

このマニュアルでは Expressway クラスタを導入する詳細については説明していません。クラスタリングに関する

詳細については、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。 

Unified Communications サービス向けに Expressway システムを設定するには、『Unified Communications 
Mobile and Remote Access via Expressway Deployment Guide』を参照してください。 

エンドポイントまたは他のデバイスが Expressway に登録できないことに注意してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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ネットワークの配置例 
次に示すネットワークの例を、このマニュアルで説明する配置設定の基礎として使用します。 

 
このネットワーク例では、内部および DMZ のセグメントが含まれており、ここでは Expressway-C および 
Expressway-E プラットフォームがそれぞれ展開されます。 
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ネットワーク要素 

内部ネットワーク要素 

内部ネットワーク要素は、組織のローカル エリア ネットワーク上でホスティングされるデバイスです。 

内部ネットワーク上の要素は、内部ネットワークのドメイン名を持ちます。この内部ネットワーク ドメイン名を、パブ

リック DNS が解決することはできません。たとえば、Expressway-C には expc.internal-domain.net の内部的

に解決可能な名前が設定されます（内部 DNS サーバによって IP アドレス 10.0.0.2 に解決されます）。 

Expressway-C 
Expressway-C は Unified CM のための SIP プロキシおよびコミュニケーション ゲートウェイです。 

Expressway-C には、Expressway-E と通信するトラバーサル クライアント ゾーンが設定され、NAT デバイスを

通過するインバウンドおよびアウトバウンド コールを許可します。 

EX90 および EX60 

これらは、Unified CM に登録される内部ネットワーク上でホスティングされるエンドポイント例です。 

エンドポイントまたは他のデバイスが Expressway に登録できないことに注意してください。登録要求は拒否され、

「ライセンス制限を超えています（License limit exceeded）」というメッセージがログに記録されます。 

DNS（local 1 および local 2） 

Expressway-C によって使用される DNS サーバで、DNS ルックアップを実行します（内部ネットワーク上のネッ

トワーク名を解決します）。 

DHCP サーバ  

DHCP サーバは、内部ネットワーク上に存在するエンドポイントへのホスト、IP ゲートウェイ、DNS サーバ、およ

び NTP サーバのアドレスを提供します。 

ルータ 

ルータ デバイスは、DMZ（NAT デバイスの内部アドレス）にルーティングするためのすべての内部ネットワーク 
デバイスのゲートウェイとして動作します。 

Unified CM 
エンドポイント デバイスを Unified CM に登録し、Expressway はサードパーティ デバイスの Unified 
Communications ゲートウェイとして Mobile & Remote Access を提供するように機能します。 

Unified Communications サービス向けに Expressway システムを設定するには、『Unified Communications 
Mobile and Remote Access via Expressway Deployment Guide』を参照してください。 

Syslog サーバ 

Syslog メッセージのロギング サーバ（「ステップ 13：ロギングの設定（オプション）[31 ページ]」を参照）。 

DMZ ネットワーク要素 

Expressway-E 
Expressway-E は内部ネットワークの外部にあるデバイスの SIP プロキシです（たとえば、インターネット上で 
Unified CM に登録され、サード パーティのビジネス コールを発信またはこのネットワークからコールを受信する

ホーム ユーザやモバイル ワーカー）。 

Expressway-E はトラバーサル サーバ ゾーンで設定され、Expressway-C からの通信を受信して NAT デバイ

スを通過するインバウンドおよびアウトバウンド コールを許可します。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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Expressway-E は、パブリック ネットワーク ドメイン名を持ちます。たとえば、Expressway-E には、

expe.example.com の外部的に解決可能な名前が設定されます（外部/パブリック DNS サーバによって IP アド

レス 192.0.2.2 に解決されます）。 

外部ネットワーク要素 

Jabber 
リモート エンドポイントの例で、インターネットを介して Expressway-E および Expressway-C 経由で Unified 
CM に登録されます。 

DNS（ホスト） 

サービス プロバイダーが所有する DNS で、外部ドメイン example.com をホスティングします。 

DNS（external 1 および external 2） 

Expressway-E によって使用される DNS で、DNS ルックアップを実行します。 

NTP サーバ プール 

内部および外部の両方のデバイスの同期に使用されるクロック ソースを提供する NTP サーバ プール。 

NAT デバイスおよびファイアウォール 

この配置例には、次のものが含まれています。 

 内部ネットワークから DMZ 内のアドレスにルーティングされる（およびこれを超えてインターネット上のリモート

接続先に向かう）ネットワーク トラフィックのポート アドレス トランスレーションを実行する NAT（PAT）デバイス。 
 DMZ のパブリックに向いている側のファイアウォール デバイス。このデバイスは、特定のポート上のすべてのア

ウトバウンド接続およびインバウンド接続を許可します。「付録 3：ファイアウォールと NAT の設定 [44 ページ]」を
参照してください。 

 EX60 デバイスから発信されるネットワーク トラフィックのポートアドレスおよびファイアウォール機能を実行す

るホーム ファイアウォール NAT（PAT）デバイス。 
 スタティック NAT およびデュアル ネットワーク インターフェイス アーキテクチャを使用したシステムの展開方法

ついては「付録 4：高度なネットワークの導入 [47 ページ]」を参照してください。 

SIP および H.323 ドメイン 

配置例では、ドメイン example.com を使用する URI に対して発信されるコールの SIP（および H.323）シグナリ

ング メッセージをルーティングするように設定されています。 

 DNS SRV レコードはパブリック（外部）とローカル（内部）ネットワーク DNS サーバに設定され、該当するイン

フラストラクチャ要素へのシグナリング要求メッセージのルーティングを有効にします。 
 内部 SIP ドメイン（example.com）はパブリック DNS 名と同じです。これにより、パブリックインターネットの登

録済みおよび未登録の両方のデバイスが、内部インフラストラクチャに登録されているエンドポイントにコール

することができます。 

DNS SRV の設定は、「付録 2：DNS レコード [42 ページ]」に記載されています。 
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前提条件およびプロセスの概要 

前提条件 
システム設定を開始する前に、次のものにアクセスできることを確認してください。 

 『Expressway Administrator Guide』および『Expressway Getting Started Guide』（参照目的） 
 Expressway システム 
 イーサネット経由で LAN に接続されている PC で、HTTP（S）を Expressway にルーティング可能なもの。 
 PC 上で実行されている Web ブラウザ 
 PC およびケーブルのシリアル インターフェイス（初期設定をシリアル インターフェイスを介して実行する場合） 

次の Expressway システム以外の設定も完了する必要があります。 

 内部および外部 DNS レコード（「付録 2：DNS レコード [42 ページ]」を参照） 
 NAT とファイアウォールの設定（「付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定 [44 ページ]」を参照） 
 DHCP サーバの設定（このマニュアルでは説明していません） 

プロセスの概要 
設定のプロセスは、次の手順で構成されています。 

Expressway システムの設定： 

 ステップ 1：初期設定 [10 ページ] 
 ステップ 2：システム名の設定 [10 ページ] 
 ステップ 3：DNS の設定 [11 ページ] 
 ステップ 4：デフォルトのサーバ証明書の置換 [13 ページ] 
 ステップ 5：NTP サーバの設定 [14 ページ] 

ルーティングの設定： 

 ステップ 6：トランスフォーメーションの設定 [15 ページ] 
 ステップ 7：トラバーサル ゾーンの設定 [16 ページ] 
 ステップ 8：トラバーサル ゾーン検索ルールの設定 [21 ページ] 
 ステップ 9：DNS ゾーンの設定 [23 ページ] 
 ステップ 10：DNS ゾーン検索ルールの設定 [24 ページ] 
 ステップ 11：外部（不明）IP アドレスのルーティングの設定 [25 ページ] 

オプションの設定手順： 

 ネイバー ゾーンへのルート設定（オプション）[30 ページ] 
 ステップ 13：ロギング設定（オプション）[31 ページ] 
 ステップ 14：ISDN ゲートウェイへのアクセスの制限（オプション）[32 ページ] 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_installation_guides_list.html�
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Expressway システムの設定 

ステップ 1：初期設定  
Expressway が工場出荷時の状態の場合、『Expressway Getting Started Guide』に記載されている初期設定

の手順に従って基本ネットワーク パラメータを設定します。 

 LAN1 IP（IPv4 または IPv6）アドレス 
 サブネット マスク（IPv4 を使用している場合） 
 デフォルトのゲートウェイ IP アドレス（IPv4 または IPv6） 

Expressway は固定 IP アドレスが必要です（DHCP サーバから IP アドレスをピックアップしません）。 

初期設定は、次の 3 つの方法のいずれかで実行できます。 

 シリアル ケーブルを使用 
 Expressway アプライアンスの前面パネル経由 
 デフォルト IP アドレス 192.168.0.100 経由 

詳細については、『Expressway Getting Started Guide』の「初期設定」の項を参照してください。 

この展開ガイドは、Web インターフェイスを使用した設定に基づいています。初期設定（IP アドレスの割り当て）

の完了後に Web インターフェイスを使用して Expressway にアクセスできない場合は、ネットワーク管理者にお

尋ねください。 

配置例では、次の設定値が使用されています。 

  Expressway-C  Expressway-E  

LAN1 IPv4 アドレス（LAN1 IPv4 address）  10.0.0.2  192.0.2.2  

IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）  10.0.0.1  192.0.2.1  

LAN1 サブネット マスク（LAN1 subnet mask）  255.255.255.0  255.255.255.0  

 

ステップ 2：システム名の設定 
[システム名（System name）] は、Expressway の名前を定義します。 

[システム名（System name）] は、Web インターフェイスのさまざまな場所、および（他のシステムと同じラック内

にある場合でも識別することができるように）アプライアンスの前面パネルに表示されます。 

容易に、かつ一意に識別できる名前を Expressway に付けることを推奨します。システム名が 16 文字よりも長

い場合、最後の 16 文字が前面パネルに表示されます。 

[システム名（System name）] を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [管理（Administration）] に移動します。 
2. 次のように [システム名（System name）] を設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

システム名（System name） EXPc と入力します EXPe と入力します 
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3. [保存（Save）] をクリックします。 

 
Expressway-C 

  

 
Expressway-E 

ステップ 3：DNS の設定 

システム ホスト名 

システム ホスト名は、このシステムを認識する DNS ホスト名を定義します。これは完全修飾ドメイン名ではなく、

単にホストのラベル部分であることに注意してください。 

<System host name>.<Domain name> = この Expressway の FQDN であることに注意してください。 

システム ホスト名を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 
2. 次のように [システム ホスト名（System host name）] を設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

システム ホスト名 
（System host name） 

expc と入力します expe と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

ドメイン名 

ドメイン名は、DNS サーバをクエリーする前に非修飾ホスト名に追加される名前です。 

ドメイン名を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 
2. 次のように [ドメイン名（Domain name）] を設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

ドメイン名（Domain Name） internal-domain.net と入力します example.com と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 
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DNS サーバ 

DNS サーバ アドレスは、ドメイン名の解決時に使用する最大 5 つのドメイン ネーム サーバの IP アドレスです。

次のいずれかの場合、アドレス解決のためにクエリーするデフォルトの DNS サーバを少なくとも 1 つ指定する必

要があります。 

 外部アドレスの指定時に、IP アドレスではなく FQDN（完全修飾ドメイン名）を使用する（たとえば、LDAP およ

び NTP サーバの場合、ネイバー ゾーンおよびピア） 
 URI ダイヤリングまたは ENUM ダイヤリングなどの機能を使用する  

Expressway は同時に 1 つのサーバのクエリーのみを行います。そのサーバが使用できない場合、Expressway 
はリストから他のサーバを試行します。 

配置例では、2 つの DNS サーバが各 Expressway に設定されており、これらは一定レベルの DNS サーバの

冗長性を提供しています。Expressway-C は、内部ネットワーク上に存在する DNS サーバで設定されます。

Expressway-E は、パブリックにルーティング可能な DNS サーバで設定されます。 

デフォルト DNS サーバ のアドレスを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 
2. 次のように DNS サーバの [アドレス（Address）] フィールドを設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

アドレス 1（Address 1） 10.0.0.11 と入力します 194.72.6.57 と入力します 

アドレス 2（Address 2） 10.0.0.12 と入力します 194.73.82.242 と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

Expressway-C は expc.internal-domain.net の完全修飾ドメイン名を持ちます。 
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Expressway-E は expe.example.com の完全修飾ドメイン名を持ちます。 

 

ステップ 4：デフォルトのサーバ証明書の置換 
セキュリティを強化するために、Expressway は他のシステム（LDAP サーバやネイバー ゾーンの Expressway、
または SIP エンドポイントや Web ブラウザのようなクライアント）と TLS 暗号化を使用して通信することもできます。 

クライアントとサーバ間の接続でこれを正常に機能させるためには以下が必要です。 

 サーバにはそのアイデンティティを検証するためのインストールされた証明書が必要です。この証明書は、認
証局（CA）によって署名されている必要があります。 

 クライアントはサーバが使用する証明書に署名した CA を信頼する必要があります。 

Expressway では TLS を使用した接続で、クライアントまたはサーバとして機能できるよう、適切なファイルをイ
ンストールすることができます。Expressway は、HTTPS 経由のクライアント接続（通常は Web ブラウザから）を
認証することもできます。また、LDAP サーバおよび HTTPS クライアント証明書の検証に使用される CA の証明
書失効リスト（CRL）をアップロードすることもできます。 

Expressway はサーバ証明書の署名要求（CSR）を生成できます。そのため、証明書要求を生成し、取得するた
めに外部機能を使用する必要はありません。 

セキュアな通信（HTTPS および SIP/TLS）のために、Expressway のデフォルトの証明書を、信頼できる CA が
生成した証明書に置き換えることを推奨します。 

接続では以下に注意してください。 

 エンドポイントに対して、Expressway は TLS サーバとして機能します。 
 LDAP サーバに対しては、Expressway はクライアントです。 
 2 つの Expressway システム間では、いずれかの Expressway がクライアントになり、もう一方の 

Expressway が TLS サーバになることができます。 
 HTTPS 経由で、Web ブラウザはクライアントであり、Expressway はサーバです。 

TLS は設定が難しい場合があります。たとえば、LDAP サーバとともに TLS を使用する際、TLS でのセキュアな
接続を行う前に、システムが正しく動作していることを確認することを推奨します。また、TLS を使用するように 
LDAP サーバが正しく設定されていることを検証するためにサードパーティの LDAP ブラウザを使用することが
推奨されます。 



Expressway システムの設定 

Cisco Expressway 基本設定導入ガイド（X8.5）  14 / 58 

注：CA 証明書または CRL が期限切れにならないように注意してください。これらの CA によって署名された証

明書が拒否される要因となる可能性があるためです。 

信頼できる CA のリストをロードするには、[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）] に移動します。 

CSR を生成するか、Expressway のサーバ証明書をアップロードするには（またはその両方）、[メンテナンス

（Maintenance）] > [セキュリティ証明書（Security certificates）] > [サーバ証明書（Server certificate）] に移動し

ます。 

サーバ証明書の追加要件は、Unified Communications の Expressway システムを設定する場合に適用されま

す。詳細については、『Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide』を参照してください。 

ステップ 5：NTP サーバの設定 
[NTP サーバ（NTP server）] アドレス フィールドは、システム時間の同期に使用される NTP サーバの完全修飾

ドメイン名（FQDN）の IP アドレスを設定します。 

[タイム ゾーン（Time zone）] は、Expressway のローカル タイム ゾーンを設定します。 

NTP サーバのアドレスおよびタイム ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [時間（Time）] に移動します。 
2. 次のようにフィールドを設定します（Expressway-C および Expressway-E の両方で）。 

  Expressway-C Expressway-E 

NTP サーバ 1（NTP server 1） pool.ntp.org と入力します pool.ntp.org と入力します 

時間帯（Time zone） この例では GMT を選択します。 この例では GMT を選択します。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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ルーティングの設定 

事前検索トランスフォーメーション  
事前検索トランスフォーメーションの設定により、着信検索要求の宛先エイリアス（着信側アドレス）を変更すること

ができます。トランスフォーメーションは、検索が外部ゾーンに送信される前に Expressway によって適用されます。 

このマニュアルで説明している事前検索トランスフォーメーションの設定は、H.323 および SIP の両方のデバイ

スから発信する宛先エイリアスの標準化に使用されます。つまり、H.323 エンドポイントと SIP エンドポイントの両

方からのコールに対して同じコール検索が動作します。 

たとえば、着信側アドレスが H.323 E.164 エイリアス「01234」の場合、Expressway は、コールのセットアップを

試行する前に、自動的に設定されたドメイン名（この場合は example.com）を着信側アドレスに追加（つまり、

01234@example.com を URI 化）します。 

 事前検索トランスフォーメーションは、すべてのシグナリング メッセージに適用されるため、注意深く使用する

必要があります。一致した場合、Unified Communications メッセージ、プロビジョニング、プレゼンス要求だけ

でなくコール要求のルーティングに影響を与えます。 
 トランスフォーメーションは、検索ルールでも行うことができます。検索するために着信側アドレスを変更するに

は、事前検索トランスフォーメーションまたは検索ルールのどちらの使用が最適かを検討してください。 

検索ルール 
検索ルールは、特定のコール シナリオで、Expressway がコールを（Unified CM または Cisco VCS などの宛先

ゾーンに対して）どのようにルーティングするかを定義します。検索ルールが一致すると、検索ルールで定義した

条件に応じて宛先エイリアスを変更することができます。 

このマニュアルで説明されている検索ルールは、SIP（および、たとえば、Cisco VCS に登録されている場合は 
H.323）エンドポイントが、登録された E.164 番号または H.323 ID を持つドメイン部分がない H.323 デバイスに

確実にダイヤルできるようにするために使用されます。検索ルールは、まず URI のドメイン部分がない受信側の

宛先エイリアスを検索し、次に URI 全体を検索します。 

このマニュアルのルーティング設定は、有効な SIP URI を持つ（つまり、id@domain などの有効な SIP アドレス

を使用している）宛先エイリアスを検索します。 

検索ルールを [任意の IP アドレス（Any IP address）] モードで設定することにより、内部ネットワーク上の未登録

のデバイスへのコールを有効にするルーティング（デバイスの IP アドレスへのルーティング）を設定することがで

きます。ただし、これは推奨しません（このマニュアルでは説明していません）。ベスト プラクティスは、すべてのデ

バイスを登録し、宛先エイリアスを使用してルーティングすることです。 

ステップ 6：トランスフォーメーションの設定 
このマニュアルで説明している事前検索トランスフォーメーションの設定は、H.323 および SIP の両方のデバイ

スから発信する宛先エイリアスの標準化に使用されます。 

次のトランスフォーメーションは、「@」を含まない宛先エイリアスに対して行われるすべてのコールの試行の宛先

エイリアスを変更します。古い宛先エイリアスには、@example.com が追加されています。これは、すべての着

信先エイリアスを SIP URI 形式に標準化する効果があります。 

トランスフォーメーションを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
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3. 次のようにトランスフォーメーション フィールドを設定します。 

  Expressway-C  Expressway-E  

プライオリティ（Priority）  1 と入力します Expressway-C と同様。 

説明（Description）  Transform destination aliases to URI 
format と入力します 

パターン タイプ（Pattern type）  Regex 

パターン文字列（Pattern string）  ([^@]*) と入力します 

パターン動作（Pattern behavior）  置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string）  \1@example.com と入力します 

状態（State） 有効（Enabled） 

4. [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。 

 

ステップ 7：トラバーサル ゾーンの設定 
トラバーサル ゾーン設定は Expressway-C および Expressway-E プラットフォーム間の接続を定義します。 

 トラバーサル ゾーン接続により、2 つのプラットフォーム間でのシグナリングおよびメディアのファイアウォール 
トラバーサルが可能になります。 

 Expressway-C はトラバーサル クライアント ゾーン、Expressway-E はトラバーサル サーバ ゾーンで設定されます。 

トラバーサル ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. 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  Expressway-E  

名前（Name）  Traversal zone と入力します Traversal zone と入力します 

タイプ（Type）  トラバーサル クライアント（Traversal 
client） 

トラバーサル サーバ（Traversal 
server） 

ユーザ名（Username）  exampleauth と入力します exampleauth と入力します 
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  Expressway-C  Expressway-E  

パスワード（Password） ex4mpl3.c0m と入力します N/A 

H.323 モード（H.323 Mode）  オン（On） オン（On） 

H.323 プロトコル（H.323 Protocol）  [Assent] を選択します [Assent] を選択します 

H.323 ポート（H.323 Port）  6001 と入力します 6001 と入力します 

H.323 H.460.19 分離モード（H.323 H.460.19 
demultiplexing mode）  

N/A オフ（Off） 

SIP モード（SIP Mode）  オン（On） オン（On） 

SIP ポート（SIP Port）  7001 と入力します 7001 と入力します 

SIP トランスポート（SIP Transport）  TLS TLS 

SIP TLS 検証モード（SIP TLS verify mode）  オフ（Off） オフ（Off） 

ロケーション ピア 1 アドレス（Location Peer 
1 address） 

192.0.2.2 と入力します N/A 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 



ルーティングの設定 

Cisco Expressway 基本設定導入ガイド（X8.5）  18 / 58 

 
Expressway-C 
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Expressway-E 

ローカル認証データベースで認証クレデンシャルを設定するには、次の手順を実行します（これは、Expressway-
E でだけ設定されます）。 

1. [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス（Devices）] > [ローカル データベース（Local 
database）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 
3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

名前（Name） N/A exampleauth と入力します 

パスワード（Password） N/A ex4mpl3.c0m と入力します 
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4. [クレデンシャルの作成（Create credential）] をクリックします。 

 
Unified Communications 用のトラバーサル ゾーンの設定 

Mobile & Remote Access または Jabber Guest などの Unified Communications 機能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。 

 Expressway-C および Expressway-E はユニファイド コミュニケーション トラバーサル タイプのゾーンに設定

する必要があります。これは自動的に適切なトラバーサル ゾーン（Expressway-C 上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 上で選択されたときは、トラバーサル サーバ ゾーン）を設定し
ます。そのゾーンは、[TLS 検証モード（TLS verify mode）] が [オン（On）] かつ [メディア暗号化モード（Media 
encryption mode）] が [強制暗号化（Force encrypted）] の状態で SIP TLS を使用します。 

 両方の Expressway が相互のサーバ証明書を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際、各 Expressway の証明書がクライアントとしてもサーバとしても有効であるこ

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、トラバーサル ゾーンの個別のペアを設定する必要があ

ります。 

Expressway クラスタ間の隣接化 
ローカル Expressway（または Expressway クラスタ）をリモートの Expressway クラスタに隣接させることができ

ます。このリモート クラスタはローカル Expressway へのネイバー、トラバーサル クライアント、またはトラバーサ

ル サーバにできます。この場合、コールがローカル Expressway で受信され、関連するゾーン経由でリモート ク
ラスタに渡されると、そのコールはその隣接クラスタ内のリソース使用率が最も低いピアにルーティングされます。

そのピアは必要に応じてコールを外部ゾーンの 1 つに転送します。 

最も低いリソース使用率は、ピア上の使用可能なメディア セッション数（最大 - 現在の使用率）を比較して、最大

数を持つピアを選択することで決定されます。メンテナンス モードにあるピアは考慮されません。 

リモート クラスタへの接続を設定するときは、1 つのゾーンを作成し、クラスタ内のすべてのピアの詳細をそれに設定

します。ゾーンにこの情報を追加することで、個別のピアの状態に関係なく、コールがそのクラスタに確実に渡ります。 

また、ネイバーまたはトラバーサル クライアント ゾーン経由で接続される場合は、リモート クラスタのすべてのピ

アの IP アドレスを入力する必要があります。トラバーサル サーバ ゾーンの場合は、これらの接続はリモート シ
ステムの IP アドレスを指定して設定されていないため、アドレスを入力することはありません。 

注：ピアとして設定されるシステムを、互いにネイバーとして設定することもできません。 

クラスタの隣接化 

ローカル Expressway（または Expressway クラスタ）をリモート Expressway クラスタに隣接させるには、クラス

タを示す 1 つのゾーンを作成し、そのクラスタ内のすべてのピアの詳細をそこに設定します。 

1. ローカル Expressway で（またはローカル Expressway がクラスタの場合は、マスター ピアで）、適切なタイプ

のゾーンを作成します。このゾーンは、クラスタへの接続を表します。 
2. [ロケーション（Location）] セクションで、[ピア 1（Peer 1）] から [ピア 6（Peer 6）] のアドレス フィールドにリモー

ト クラスタ内の各ピアの IP アドレスまたは FQDN を入力します。 
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次の点に注意してください。 

 可能であればこれらのフィールドには IP アドレスを使用します。FQDN を使用する場合は、各 FQDN が異

なっていて、各ピアに対して単一の IP アドレスに解決される必要があります。 

 リモート Expressway クラスタ内のピアがここでリストされる順序は重要ではありません。 

 クラスタにさらに Expressway を追加するときは（たとえば容量を増やすためや冗長性を増す目的で）、そのク

ラスタに隣接する Expressway が新しいクラスタ ピアを認識できるように変更する必要があります。 

ステップ 8：トラバーサル ゾーン検索ルールの設定 
トラバーサル ゾーンを介してコールをルーティングするための検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 
ルール名（Rule name） たとえば「トラバーサル ゾーン検索

ルール」 
たとえば「トラバーサル ゾーン検

索ルール」 
説明（Description）  たとえば「検索トラバーサル ゾーン - 

EXPe」 
たとえば「検索トラバーサル ゾーン - 
EXPc」 

プライオリティ（Priority）  100 100  

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

いいえ（No） いいえ（No） 

モード（Mode） 任意のエイリアス（Any alias） 任意のエイリアス（Any alias）* 
正常に一致する場合（On successful 
match） 

続行（Continue） 続行（Continue） 

ターゲット（Target） トラバーサル ゾーン（Traversal zone） トラバーサル ゾーン（Traversal 
zone） 

状態（State） 有効（Enabled） 有効（Enabled） 

* この例では、トラバーサル ゾーンを超えて Expressway-C へエイリアスがルーティングされます。検索ルー

ルを追加またはコール ポリシーを設定することによって、選択肢を増やすことができます。 
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4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

 
Expressway-C 

  

 
Expressway-E 
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ステップ 9：DNS ゾーンの設定 
DNS ゾーンは外部でホストされているシステム（企業間のコールの場合など）の検索に使用されます。宛先エイ

リアスは、DNS ルックアップを使用して、名前によって検索されます。 

DNS ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. 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）。 

フィールド名 Expressway-C の値 Expressway-E の値 

名前（Name） N/A たとえば DNSZone と入力します 

タイプ（Type） N/A DNS 

H.323 モード（H.323 Mode） N/A オン（On） 

SIP モード（SIP Mode） N/A オン（On） 

フォールバック トランスポート プロトコル（Fallback 
transport protocol） 

N/A TCP 

アドレスレコードを含める（Include address record） N/A オフ（Off） 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 
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ステップ 10：DNS ゾーン検索ルールの設定 
DNS 検索ルールは、いつ DNS ゾーンを検索すべきかを定義します。 

ローカル ネットワーク（ローカル ドメイン）上で設定された SIP ドメインを使用し、宛先アドレス（URI）に対して 
DNS ゾーン（パブリック インターネットなど）を使用して行われる検索を防止する、特定の正規表現を設定します。 

DNS を介してルーティングするための検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. フィールドを次のように設定します。 

フィールド名 Expressway-C の値 Expressway-E の値 

ルール名（Rule name） N/A たとえば DNS zone search rule と入力します 

説明（Description） N/A たとえば、Search DNS zone (external 
calling) と入力します 

プライオリティ（Priority） N/A 150 

プロトコル（Protocol） N/A 任意（Any） 

ソース（Source） N/A 全ゾーン（All zones） 

リクエストは認証される必要がある（Request 
must be authenticated） 

N/A いいえ（No） 

モード（Mode） N/A 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） N/A Regex 

パターン文字列（Pattern string） N/A (?!.*@%localdomains%.*$).* と入力します 

パターン動作（Pattern behavior） N/A 変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On successful match） N/A 続行（Continue） 

ターゲット（Target） N/A DNSゾーン 

状態（State） N/A 有効（Enabled） 
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4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

 
DNS ゾーン経由でのローカル ドメインの検索の防止に使用する正規表現は、次のコンポーネントに分けられます。 

(.*) = すべてのパターン文字列と一致する 

(?!.*@%localdomains%.*$).* = @localdomains 内で終了するどのパターン文字列とも一致しない 

配置の例では、@cisco.com を宛先とするコールは DNS ゾーン経由で検索されますが、@example.com を宛

先とするコールは DNS ゾーン経由で検索されません。 

ステップ 11：外部（不明）IP アドレスのルーティングの設定 
次の設定は、Expressway がコール（およびその他の要求）を外部 IP アドレスにルーティングする方法を定義し

ます。外部 IP アドレスは、Expressway に対して「既知」ではない IP アドレスであるため、パブリックにルーティン

グ可能なアドレスであると見なされます。 

 外部 IP アドレスが宛先となるすべての要求は、Expressway-C が起点となる場合、検索ルールを使用して 
Expressway-E にルーティングされます。 

 次に、Expressway-E は、IP アドレスへの接続を直接オープンしようとします。 

不明な IP アドレスへのコールを Expressway で処理する方法を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [設定（Configuration）] に移動します。 
2. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

不明 IP アドレスへのコール（Calls to unknown IP addresses） 間接（Indirect） 直接（Direct） 
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3. [保存（Save）] をクリックします。 

 
Expressway-C 

  

 
Expressway-E 

  

IP アドレスから Expressway-E にコールをルーティングする検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 
ルール名（Rule name） External IP address search rule と入

力します。 
N/A 

説明（Description） Route external IP address と入力します N/A 

プライオリティ（Priority） 100 と入力します N/A 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） N/A 

ソース（Source） 任意（Any） N/A 

リクエストは認証される必要がある 
（Request must be authenticated） 

いいえ（No） N/A 

モード（Mode） 任意の IP アドレス（Any IP address） N/A 

正常に一致する場合（On successful match） 続行（Continue） N/A 

ターゲット（Target） トラバーサル ゾーン N/A 

状態（State） 有効（Enabled） N/A 
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4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
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システム チェック 

ゾーン ステータス 
トラバーサル ゾーンが [アクティブ（Active）] であることを確認するには、Expressway-C と Expressway-E の両

方で [ステータス（Status）] > [ゾーン（Zones）] に移動します。ゾーンのステータスは、[設定（Configuration）] > 
[ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] でも確認できます。 

トラバーサル ゾーンがアクティブではない場合は、次の手順を実行します。 

 トラバーサル ゾーンの設定を確認します。 
 該当するポートが、Expressway-C と Expressway-E 間に配置されている NAT およびファイアウォール デバ

イス上で、アウトバウンド ルーティングに対して有効であることを確認します（「付録 3：ファイアウォールおよび 
NAT の設定 [44 ページ]」を参照） 

 ユーザ名およびパスワードのクレデンシャルが Expressway-C および Expressway-E トラバーサル ゾーン上

と Expressway-E の認証データベース内で正しく設定されている（および一致している）ことを確認します。 

コール シグナリング 
コールが完了しない場合、次の手順を実行します。 

 Expressway-C 検索ルールの設定を確認します。 
 Expressway-E 検索ルールの設定を確認します。 
 検索の試行および失敗について検索履歴ページを確認します（[ステータス（Status）] > [検索履歴（Search 

history）]）。 
 コール接続の失敗理由についてイベント ログを確認します（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [イベント 

ログ（Event Log）]）。 
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日常的なメンテナンス 

システム バックアップの作成 
Expressway システム データのバックアップを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [バックアップと復元（Backup and Restore）] に移動します。 
2. オプションで、バックアップ ファイルを暗号化する暗号化パスワードを入力します。 

パスワードが指定されている場合、ファイルを復元するには同じパスワードが必要です。 
3. [システム バックアップ ファイルの作成（Create system backup file）] をクリックします。 
4. バックアップ ファイルが作成されると、ポップアップ ウィンドウが表示され、ファイルを保存するよう指示されま

す（実際の表現は、ブラウザによって異なります）。デフォルト名は次の形式になります。 
<ソフトウェアのバージョン（software version）>_<ハードウェアのシリアル番号（hardware serial number）>_ 
<日付（date）>_<時刻（time）>_backup.tar.gz 
（ファイル拡張子は、暗号化パスワードを指定した場合通常 .tar.gz.enc です。ただし、暗号化されたバック

アップ ファイルの作成に Internet Explorer を使用する場合、ファイル名の拡張子はデフォルトで .tar.gz.gz 
になります。ファイル名の拡張子がこのように異なっても運用上の影響はありません。対応しているブラウザ

を使用して暗号化されたバックアップ ファイルを作成し、復元できます。） 
システム バックアップ ファイルの準備が完了するまで数分かかる場合があります。ファイルが準備されてい

る間は、このページから移動しないでください。 
5. 指定された場所にファイルを保存します。 

システム バックアップ ファイルには、ログ ファイルは含まれません。 
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オプションの設定手順 

ステップ 12：ネイバー ゾーンへのルート設定（オプション） 
Cisco VCS または Unified CM などの他システムへのコールをルーティングする必要がある場合、Expressway-C 
でネイバー ゾーンおよび関連する検索ルールをオプションで設定できます。 

例：Cisco VCS ネイバー ゾーン 

 たとえば、Cisco VCS に登録されているデバイス（通常は H.323 デバイス）へのコールをルーティングすることもで
きます。この例では、Cisco VCS に登録されたデバイスのアドレス（宛先エイリアス）は、<alias>@vcs.domain の形
式です。（H.323 デバイスに、ドメイン部分なしの登録された E.164 番号または H.323 ID がある場合、追加のルー
ルまたはトランスフォーメーションが必要になることがあります）。 

ネイバー ゾーンを Cisco VCS に設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. 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 Expressway-E 
名前（Name）  Neighbor zone to VCS と入力します N/A 

タイプ（Type）  ネイバー（Neighbor） 

H.323 モード（H.323 Mode）  オン（On） 

H.323 ポート（H.323 Port）  1719 と入力します。 

SIP モード（SIP Mode）  オン（On） 

SIP ポート（SIP Port）  5061 と入力します。 

SIP トランスポート（SIP Transport）  TCP 

ロケーション ピア 1 アドレス 
（Location Peer 1 address） 

Cisco VCS ネイバー システムのアドレスを入力し

ます 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

Cisco VCS へのコールをルーティングする検索ルールを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. 次のように検索ルールのフィールドを設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 
ルール名（Rule name） Route to VCS と入力します N/A 

説明（Description）  Search VCS neighbor zone と入力します 
プライオリティ（Priority）  100 と入力します 
プロトコル（Protocol） 任意（Any） 
ソース（Source）  任意（Any） 
リクエストは認証される必要がある（Request must 
be authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode）  エイリアスのパターン マッチ（Alias pattern match） 
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  Expressway-C Expressway-E 
パターン タイプ（Pattern type）  称号 
パターン文字列（Pattern string）  @vcs.domain と入力します 
パターン動作（Pattern behavior）  変更なし（Leave） 
正常に一致する場合（On successful match）  続行（Continue） 
ターゲット（Target）  VCS へのネイバー ゾーン（Neighbor zone to VCS） 
状態（State）  有効（Enabled） 

4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Unified CM への SIP トランク 

Unified CM への SIP トランクを設定するには、『Cisco Unified Communications Manager with Expressway 
Deployment Guide』を参照してください。 

ステップ 13：ロギング設定（オプション） 
次の設定により、イベント ログを外部のロギング サーバに送信することができます（SYSLOG プロトコルを使用）。 
 [ログ レベル（Log level）] は、イベントのロギングの粒度を制御します。1 は最も詳細度が低く、4 が最も高くなります。 
 最小のログ レベルである 2 を推奨します。このレベルでは、システムおよび基本の両方のシグナリング メッ

セージのロギングが提供されるためです。 

Expressway-E の外部ロギング サーバの設定には、さらにファイアウォールおよび NAT の設定が必要です。
「付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定 [44 ページ]」を参照してください。 
ロギング サーバを設定するには、次の手順を実行します。 
1. [メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）] に移動しますsa。 
2. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

ログ レベル（Log level） 2 2 

リモート Syslog サーバ 1：アドレス（Remote syslog 
server 1: Address） 

10.0.0.13 と入力します 10.0.0.13 と入力します 

リモート Syslog サーバ 1：モード（Remote syslog 
server 1: Mode） 

IETF syslog 形式（IETF syslog 
format） 

IETF syslog 形式（IETF syslog 
format） 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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ステップ 14：ISDN ゲートウェイへのアクセスの制限（オプション） 
任意の ISDN ゲートウェイ リソースへの不正アクセスを制限する（不正通話防止とも呼ばれます）には、Expressway 
のユーザが適切な処置を実施することを推奨します。この任意の手順では、実現可能ないくつかの方法を示します。 

これらの例では、ISDN ゲートウェイは、9 が先頭に付くコールをルーティングするネイバー ゾーンです。 

Expressway-E 

2 つの検索ルールが Expressway-E 上に作成されます。 

 どちらの検索ルールも、ISDN ゲートウェイで転送されたコール（この例では、プレフィックス 9 が付けられた

コール）と一致するパターン文字列を持ちます 
 最初のルールには、[全ゾーン（All zones）] のソースがあります。これにより、ネイバー ゾーンからのコールが

トラバーサル ゾーンを通過できます。 
 2 番目のルールは、最初のルールと同様ですが、[すべて（All）] のソースを持ちます。これは、未登録のエンド

ポイント（前述のルールからは除外されます）がこのルールには含まれており、[文字列の置換（Replace 
string）] を「do-not-route-this-call」として定義することを意味します 

 どちらのルールも、以降の検索ルールの確認を停止します（[正常に一致する場合（On successful match）] = 
[停止（Stop）]）。 

検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [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。 
2. [新規（New）] をクリックします。 
3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-E 

ルール名（Rule name） たとえば Allow ISDN call と入力します 

説明（Description） Allow ISDN calls for neighbors と入力します 

プライオリティ（Priority） 40 と入力します 
（これらのルールは検索ルール設定の最高プライオリティである必

要があります） 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source） 全ゾーン（All zones） 

リクエストは認証される必要がある（Request must be 
authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 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） Regex 

パターン文字列（Pattern string） (9\d+)(@example.com) と入力します 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） \1 と入力します 

正常に一致する場合（On successful match） 停止（Stop） 

ターゲット（Target） TraversalZone 

状態（State） 有効（Enabled） 
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4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
5. [新規（New）] をクリックします。 
6. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-E 

ルール名（Rule name） たとえば Block ISDN call と入力します 

説明（Description） Blocks everything (including non-registered 
endpoints) と入力します 

プライオリティ（Priority） 41 と入力します 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source） 任意（Any） 

リクエストは認証される必要がある（Request 
must be authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 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） Regex 

パターン文字列（Pattern string） (9\d+)(.*)(@example.com) と入力します 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） たとえば do-not-route-this-call と入力します。 

正常に一致する場合（On successful match） 停止（Stop） 

ターゲット（Target） TraversalZone 

状態（State） 有効（Enabled） 
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7. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

 

Expressway-C 

この例では、ゲートウェイからのコールが、ゲートウェイ外へのコール バックをルーティングできないように、
Expressway-C を設定する方法を示しています。これは、いくつかの特別に構築された CPL を Expressway-C 
にロードし、その [コール ポリシー モード（Call policy mode）] でローカル CPL を使用するように設定することに
よって行います。 

CPL ファイルの作成 

Expressway にアップロードする CPL ファイルは、テキスト エディタで作成できます。 

次に、CPL の 2 組の例を示します。これらの例では、「GatewayZone」は、ISDN ゲートウェイへのネイバー ゾー
ンです。 

この CPL の例には、発呼側が認証されているかどうかの確認は含まれていません。 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
 <cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl" 
 xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd"> 
 <taa:routed> 
   <taa:rule-switch> 
     <!--Check that gateway is not hairpinning call - Neighbor zone --> 
     <taa:rule originating-zone="GatewayZone" destination="9.*"> 
     <!-- Calls coming from the gateway may not send calls back out of this gateway --> 
     <!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 
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       <reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 
     </taa:rule>     <taa:rule origin=".*" destination=".*"> 
       <!-- All other calls allowed --> 
       <proxy/> 
     </taa:rule> 
   </taa:rule-switch> 
 </taa:routed> 
 </cpl> 
    

この CPL の例では、発呼側が認証されているかどうかも確認しています。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl" 
xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd"> 
<taa:routed> 
  <taa:rule-switch> 
    <!-- Check that calling party is authenticated --> 
    <taa:rule authenticated-origin="" destination="9.*"> 
      <!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 
      <reject status="403" reason="ISDN call denied as unauthenticated caller"/> 
    </taa:rule> 
    <!-- Check that gateway is not hairpinning call - Neighbor zone --> 
    <taa:rule originating-zone="GatewayZone" destination="9.*"> 
      <!-- Calls coming from the gateway may not hairpin and send calls back out --> 
      <!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 
      <reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 
    </taa:rule>     <taa:rule origin=".*" destination=".*"> 
      <!-- All other calls allowed --> 
      <proxy/> 
    </taa:rule> 
  </taa:rule-switch> 
</taa:routed> 
</cpl> 

Expressway-C への CPL のロード 

CPL を使用するように Expressway-C を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > [設定（Configuration）] に移動します。 
2. [参照...（Browse...）] をクリックし、ファイル システムから（上で作成した）CPL ファイルを選択します。 
3. [ファイルのアップロード（Upload file）] をクリックします。 

• 「File upload successful」メッセージが表示されます。 
• 「XML invalid」メッセージが表示された場合は、CPL ファイルの問題を修正して、再度アップロードする必

要があります。 
4. ローカル CPL の [コール ポリシー モード（Call policy mode）] を選択します。 
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5. [保存（Save）] をクリックします。 
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付録 1：設定の詳細 
この付録では、Expressway-C および Expressway-E に必要な設定の概要を示します。この付録は 3 つの項に

分けられています。 

 Expressway-C（Expressway-C だけに適用する設定） 
 Expressway-E（Expressway-E だけに適用する設定） 
 Expressway-C および Expressway-E（Expressway-C および Expressway-E の両方に適用する設定） 

Expressway-C 設定の詳細 

設定項目  値 Expressway ページ  

システム設定  

システム名（System name）  EXPc [システム（System）] > [管理（Administration）]  

LAN1 IPv4 アドレス（LAN1 IPv4 
address）  

10.0.0.2  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス

（Network interfaces）] > [IP]  

IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）  10.0.0.1  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス

（Network interfaces）] > [IP]  

LAN1 サブネット マスク（LAN1 
subnet mask）  

255.255.255.0  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス

（Network interfaces）] > [IP]  

DNS サーバ アドレス 1（DNS 
server address 1）  

10.0.0.11  [システム（System）] > [DNS]  

DNS サーバ アドレス 2（DNS 
server address 2）  

10.0.0.12  [システム（System）] > [DNS]  

DNS ドメイン名（DNS domain 
name）  

internal-domain.net  [システム（System）] > [DNS]  

DNS システム ホスト名（DNS 
System host name）  

expc [システム（System）] > [DNS]  

NTP サーバ 1（NTP server 1） pool.ntp.org [システム（System）] > [時間（Time）]  

時間帯（Time zone）  GMT  [システム（System）] > [時間（Time）]  

トラバーサル ゾーン（Traversal zone）  

ゾーン名（Zone Name）  TraversalZone  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  
[ゾーン（Zones）] 

ゾーン タイプ（Zone Type）  トラバーサル クライアント 
（Traversal client）  

[設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  
[ゾーン（Zones）] 

プロトコル SIP ポート（Protocol 
SIP port）  

7001  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  
[ゾーン（Zones）] 

プロトコル H.323 ポート

（Protocol H.323 port）  
6001  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  

[ゾーン（Zones）] 

ロケーション ピア 1 アドレス 
（Location Peer 1 address）  

192.0.2.2  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  
[ゾーン（Zones）] 

認証ユーザ名（Authentication 
username）  

exampleauth  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] >  
[ゾーン（Zones）] 

認証パスワード（Authentication 
password）  

ex4mpl3.c0m  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] >  
[デバイス（Devices）] > [ローカル データベース（Local 
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設定項目  値 Expressway ページ  
database）]  

トラバーサル検索ルール  

ルール名（Rule name） Traversal zone search 
rule  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

説明（Description）  検索トラバーサル ゾーン

（Expressway-C）  
[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  100  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  任意（Any）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  任意のエイリアス 
（Any alias）  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On 
successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） TraversalZone  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

直接 IP 検索ルール  

ルール名  External IP address 
search rule  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

説明（Description）  Route external IP 
address  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  100  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  任意（Any）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  任意の IP アドレス 
（Any IP address）  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On 
successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） TraversalZone  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

IP コール ルーティング      

不明 IP アドレスへのコール（Calls 
to unknown IP addresses）  

間接（Indirect）  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[設定（Configuration）]  

Expressway-E 設定の詳細 

設定項目  値 Expressway ページ  

システム設定  

システム名（System name）  EXPe [システム（System）] > [管理（Administration）]  

LAN1 IPv4 アドレス（LAN1 
IPv4 address）  

192.0.2.2  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス

（Network interfaces）] > [IP]  

IPv4 ゲートウェイ（IPv4 192.0.2.1  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス
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設定項目  値 Expressway ページ  
gateway）  （Network interfaces）] > [IP]  

LAN1 サブネット マスク（LAN1 
subnet mask）  

255.255.255.0  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス

（Network interfaces）] > [IP]  

DNS サーバ アドレス 1（DNS 
server address 1）  

194.72.6.57  [システム（System）] > [DNS]  

DNS サーバ アドレス 2（DNS 
server address 2）  

194.73.82.242  [システム（System）] > [DNS]  

DNS ドメイン名（DNS domain 
name）  

example.com  [システム（System）] > [DNS]  

DNS システム ホスト名（DNS 
System host name）  

expe [システム（System）] > [DNS]  

NTP サーバ 1（NTP server 1） pool.ntp.org  [システム（System）] > [時間（Time）]  

時間帯（Time zone）  GMT  [システム（System）] > [時間（Time）]  

トラバーサル ゾーン（Traversal zone）  

ゾーン名（Zone Name）  TraversalZone  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] 

ゾーン タイプ（Zone Type）  トラバーサル サーバ 
（Traversal server）  

[設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] 

クライアント認証ユーザ名（Client 
authentication username）  

exampleauth  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] 

プロトコル SIP ポート（Protocol 
SIP port）  

7001  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] 

プロトコル H.323 ポート 
（Protocol H.323 port）  

6001  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] 

名前（Name）  exampleauth  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス

（Devices）] > [ローカル データベース（Local database）]  

パスワード（Password） ex4mpl3.c0m  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス

（Devices）] > [ローカル データベース（Local database）]  

Traversal zone search rule  

ルール名（Rule name） Traversal zone search 
rule  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

説明（Description）  検索トラバーサル ゾーン

（Expressway-E）  
[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  100  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  任意（Any）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  任意のエイリアス（Any 
alias）  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On 
successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） TraversalZone  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

DNS ゾーン  
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設定項目  値 Expressway ページ  

ゾーン名（Zone Name）  DNSゾーン  [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）]  

ゾーン タイプ（Zone Type）  DNS  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] 

DNS zone search rule  

ルール名（Rule name） DNS zone search rule  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ゾーン名（Zone name）  Search DNS zone 
(external DNS)  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  150  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  全ゾーン（All zones）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  エイリアスのパターン マッチ 
（Alias pattern match）  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン タイプ（Pattern type）  Regex  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン文字列（Pattern string）  ((?!*@%localdomains%$).*)  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On 
successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） DNSゾーン  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

IP コール ルーティング  

不明 IP アドレスへのコール（Calls 
to unknown IP addresses）  

直接（Direct） [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[設定（Configuration）]  

Expressway-C および Expressway-E 設定の詳細 

設定項目  値 Expressway ページ  

トランスフォーメーション  

パターン文字列（Pattern 
string）  

([^@]*)  [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）]  

パターン タイプ（Pattern type）  Regex  [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）]  

パターン動作 
（Pattern behavior）  

置換（Replace）  [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）]  

文字列の置換 
（Replace string）  

\1@example.com  [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）]  

ローカル検索ルール 1  

ルール名（Rule name） Local zone – no domain  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  48  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  任意（Any）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
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設定項目  値 Expressway ページ  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  エイリアスのパターン マッチ 
（Alias pattern match）  

[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[検索ルール（Search rules）] 

パターン タイプ（Pattern type）  Regex  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン文字列（Pattern 
string）  

(.+)@example.com.*  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン動作（Pattern 
behavior）  

置換（Replace）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[検索ルール（Search rules）] 

文字列の置換（Replace 
string）  

\1  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合 
（On successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） LocalZone  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ローカル検索ルール 2  

ルール名（Rule name） Local zone – full URI  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

プライオリティ（Priority）  50  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ソース（Source）  任意（Any）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

モード（Mode）  エイリアスのパターン マッチ

（Alias pattern match）  
[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン タイプ（Pattern type）  Regex  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン文字列（Pattern 
string）  

(.+)@example.com.*  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

パターン動作（Pattern 
behavior）  

変更なし（Leave）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合 
（On successful match）  

続行（Continue）  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 

ターゲット（Target） LocalZone  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >  
[検索ルール（Search rules）] 
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付録 2：DNS レコード 

ホスト サーバでの DNS 設定 
Expressway-E にルーティングされる、未登録のエンドポイント（または他のインフラストラクチャ デバイス）からの

メッセージを許可するには、外部からルーティング可能なドメイン example.com をホスティングする外部 DNS で
次のレコードを設定する必要があります。 

ホスト DNS A レコード 

ホスト ホスト IP アドレス（Host IP address） 

expe.example.com 192.0.2.2 
 

DNS SRV レコード 

名前（Name） サービス プロトコル 
（Protocol） 

プライオリティ 
（Priority） 

重み 
（Weight） 

ポート 
（Port） 

ターゲット ホスト 
（Target host） 

example.com. h323cs tcp 10 10 1720 expe.example.com. 

example.com. h323ls udp 10 10 1719 expe.example.com. 

example.com. sip tcp 10 10 5060 expe.example.com. 

example.com. sip udp * 10 10 5060 expe.example.com. 

example.com. sips tcp 10 10 5061 expe.example.com. 

example.com. turn udp 10 10 3478 ** expe.example.com. 

* SIP UDP は Expressway 上ではデフォルトで無効になっています。 

** 大規模 VM サーバ配置では、3478 ～ 3483 の範囲で複数のレコードを設定する必要があります。 

たとえば、DNS レコードは次のとおりです。 

_h323cs._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 1720 expe.example.com. 
_h323ls._udp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 1719 expe.example.com. 
_sip._tcp.example.com.    86400 IN SRV 10 10 5060 expe.example.com. 
_sip._udp.example.com.    86400 IN SRV 10 10 5060 expe.example.com. 
_sips._tcp.example.com.   86400 IN SRV 10 10 5061 expe.example.com. 
_turn._udp.example.com.   86400 IN SRV 10 10 3478 expe.example.com. 
expe.example.com.         86400 IN A 192.0.2.2 

Expressway-E のクラスタがある場合は、クラスタ内の各ピア/ホストに対して DNS A および SRV レコードをセッ

トアップする必要があります。詳細については、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment 
Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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DNS 設定（内部 DNS サーバ） 
内部メッセージを Expressway-C に対してルーティングするには、内部からルーティング可能なドメイン internal-
domain.net をホスティングするローカル DNS で、次のレコードを設定する必要があります。 

ローカル DNS A レコード 

ホスト ホスト IP アドレス（Host IP address） 

expc.internal-domain.net 10.0.0.2 

ローカル DNS SRV レコード 

名前（Name） サービス プロトコル 
（Protocol） 

プライオリティ 
（Priority） 

重み 
（Weight） 

ポート 
（Port） 

ターゲット ホスト 
（Target host） 

internal-domain.net. h323cs tcp 10 10 1720 expc.internal-domain.net. 

internal-domain.net. h323ls udp 10 10 1719 expc.internal-domain.net. 

internal-domain.net. sip tcp 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 

internal-domain.net. sip udp * 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 

internal-domain.net. sips tcp 10 10 5061 expc.internal-domain.net. 

* SIP UDP は Expressway 上ではデフォルトで無効になっています。 

たとえば、DNS レコードは次のとおりです。 

_h323cs._tcp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 1720 expc.internal-domain.net. 
_h323ls._udp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 1719 expc.internal-domain.net. 
_sip._tcp.internal-domain.net.    86400 IN SRV 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 
_sip._udp.internal-domain.net.    86400 IN SRV 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 
_sips._tcp.internal-domain.net.   86400 IN SRV 10 10 5061 expc.internal-domain.net. 
expc.internal-domain.net.         86400 IN A 10.0.0.2 

Expressway-C のクラスタがある場合は、クラスタ内の各ピア/ホストの DNS A および SRV レコードをセットアップ

する必要があります。詳細については、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を
参照してください。 
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付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定 

内部ファイアウォールの設定 
多くの配置において、アウトバウンド接続（内部ネットワークから DMZ）は、NAT/ファイアウォール デバイスによ

って許可されます。管理者がこれ以上の制限を行う場合に必要な許容ルールを次の表に示します。詳細につい

ては 『Expressway IP Port Usage for Firewall Traversal』を参照してください。 

NAT ファイアウォール上で、SIP または H.323「フィックスアップ」ALG または認識機能が無効であることを確認

します。有効な場合、これが Expressway 機能に悪影響を生じさせます。 

アウトバウンド（内部ネットワーク > DMZ） 

目的 ソース 着信 ソース IP ソース 
ポート 

トランスポート 
プロトコル 

着信 IP 着信 ポート 

管理 管理コン 
ピュータ 

EXPe 必要に応じ

て入力 
>=1024 TCP 192.0.2.2 80/443/22/23 

SNMP モニ

タリング 
管理コン 
ピュータ 

EXPe 必要に応じ

て入力 
>=1024 UDP 192.0.2.2 161 

Assent を使用した H.323 トラバーサル コール 

Q.931/H.225 
および H.245 

EXPc EXPe 任意（Any） 15000 ～ 
19999 

TCP 192.0.2.2 2776 

RTP Assent EXPc EXPe 任意（Any） 36002 ～ 
59999 * 

UDP 192.0.2.2 36000 * 

RTCP Assent EXPc EXPe 任意（Any） 36002 ～ 
59999 * 

UDP 192.0.2.2 36001 * 

SIP トラバーサル コール 

SIP TCP/TLS EXPc EXPe 10.0.0.2 25000 ～ 
29999 

TCP 192.0.2.2 トラバーサル ゾーン 
ポート（7001 など） 

RTP Assent EXPc EXPe 10.0.0.2 36002 ～ 
59999 * 

UDP 192.0.2.2 36000 * 

RTCP Assent EXPc EXPe 10.0.0.2 36002 ～ 
59999 * 

UDP 192.0.2.2 36001 * 

* デフォルトのメディア トラバーサル ポートの範囲は 36000 ～ 59999 です。Expressway-C では [設定

（Configuration）] > [トラバーサル サブゾーン（Traversal Subzone）] で設定できます。大規模 Expressway システム

では、その範囲の最初の 12 ポート（デフォルトでは、36000 ～ 36011）は多重化トラフィック用に常に予約されていま

す。Expressway-E はそれらのポートでリッスンします。大規模システムでは逆多重化リスニング ポートの範囲を明

示的に設定することはできません。常にメディア ポート範囲内の最初の 6 ペアが使用されます。小規模/中規模のシ

ステムでは、Expressway-E で多重化 RTP/RTCP トラフィックをリッスンする 2 つのポートを明示的に指定できます

（[設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > [ポート（Ports）]）。特定のペアのポートを設定しない場合（[設
定された逆多重化ポートを使用する（Use configured demultiplexing ports）] = [いいえ（No）]）、Expressway-E はメ

ディア トラバーサル ポート範囲内のポートの最初のペアでリッスンします（デフォルトでは 36000 と 36001）。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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インバウンド（DMZ > 内部ネットワーク） 

Expressway-C から Expressway-E への通信は、常に Expressway-C から Expressway-E に向けて開始され

ます（Expressway-E は、Expressway-C のメッセージに応じてメッセージを送信します）。コール処理のために 
DMZ から内部へポートを開いておく必要はありません。 

ただし、Expressway-E が Syslog サーバなどのローカル サービスと通信する必要がある場合、次のような NAT 
設定が必要となる場合があります。 

目的 ソース 接続先 ソース IP ソース 
ポート 

トランスポート 
プロトコル 

着信 IP 着信  
ポート 

ログ EXPe Syslog サーバ 192.0.2.2 30000 ～ 
35999 

UDP 10.0.0.13 514 

管理 EXPe Cisco TMS 
サーバ 

192.0.2.2 >=1024 TCP 10.0.0.14 80/443 

LDAP（ログイン
用、必要な場合） 

EXPe LDAP サーバ 192.0.2.2 30000 ～ 
35999 

TCP   389/636 

NTP（時間の同期） EXPe ローカル NTP 
サーバ 

192.0.2.2 123 UDP   123 

DNS EXPe ローカル DNS 
サーバ 

192.0.2.2 >=1024 UDP   53 

ロギングまたは管理サーバ アドレスへのトラフィック（特定の宛先ポートを使用）は、内部ネットワークにルーティ
ングする必要があります。 

外部ファイアウォールの設定の要件 
この例では、（DMZ から外部ネットワークへの）アウトバウンド接続は、すべてファイアウォール デバイスによって
許可されます。 

NAT ファイアウォール上で、SIP または H.323「フィックスアップ」ALG または認識機能が無効であることを確認
します。有効な場合、これが Expressway 機能に悪影響を生じさせます。 

インバウンド（インターネット > DMZ） 

目的 ソース 着信 ソース IP ソース  
ポート 

トランスポー
ト プロトコル 

着信 IP 着信  
ポート 

Assent を使用した H.323 コール 

Q.931/H.225 
および H.245 

エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 TCP 192.0.2.2 2776 

RTP Assent エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 36000 

RTCP Assent エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 36001 

パブリック IP アドレスで登録されている H.323 エンドポイント 

Q.931/H.225 エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 TCP 192.0.2.2 1720 

H.245 エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 TCP 192.0.2.2 15000 ～ 
19999 

RTP および RTCP エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 36002 ～ 
59999 

UDP/TCP または TLS を使用して登録されている SIP エンドポイント 

SIP TCP エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 TCP 192.0.2.2 5060 
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目的 ソース 着信 ソース IP ソース  
ポート 

トランスポー
ト プロトコル 

着信 IP 着信  
ポート 

SIP UDP エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 5060 

SIP TLS エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 TCP 192.0.2.2 5061 

RTP および RTCP エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 36002 ～ 
59999 

TURN サーバ制御 エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 3478 ** 

TURN サーバ  
メディア 

エンドポイント（Endpoint） EXPe 任意（Any） >=1024 UDP 192.0.2.2 24000 ～ 
29999 

** 大規模なシステムでは、TURN リクエストのリスニング 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。 

アウトバウンド（DMZ > インターネット） 

DMZ からより広範なインターネットへ通信するのを制限する場合、Expressway-E が外部エンドポイントへサー

ビスを提供できるようにするのに必要な、発信 IP アドレスおよびポートに関する情報を次の表に示します。 

目的 ソース 着信 ソース IP ソース  
ポート 

トランスポート  
プロトコル 

着信 IP 着信  
ポート 

パブリック IP アドレスで登録されている H.323 エンドポイント 

Q.931/H.225 EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 15000 ～  
19999 

TCP 任意（Any） 1720 

H.245 EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 15000 ～  
19999 

TCP 任意（Any） >=1024 

RTP および  
RTCP 

EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 36000 ～  
59999 

UDP 任意（Any） >=1024 

UDP/TCP または TLS を使用して登録されている SIP エンドポイント 

SIP TCP および  
TLS 

EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 25000 ～  
29999 

TCP 任意（Any） >=1024 

SIP UDP EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 5060 UDP 任意（Any） >=1024 

RTP および RTCP EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 36000 ～  
59999 

UDP 任意（Any） >=1024 

TURN サーバ  
メディア 

EXPe エンドポイント 
（Endpoint） 

192.0.2.2 24000 ～  
29999  

UDP 任意（Any） >=1024 

その他のサービス（必要な場合） 

DNS EXPe DNS サーバ 192.0.2.2 >=1024 UDP DNS サーバ 53 

NTP（時間の同期） EXPe NTP サーバ 192.0.2.2 123 UDP NTP サーバ 123 
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付録 4：高度なネットワークの導入 
この項では、スタティック NAT またはデュアル ネットワーク インターフェイス アーキテクチャを使用するネットワ

ーク導入について説明します。 

前提条件 
NAT の背後に Expressway-E を配置する場合は、高度なネットワーク オプション キーの使用が必須になります。

このオプション キーにより、Expressway-E のスタティック NAT 機能とデュアル ネットワーク インターフェイスが

有効になります。NAT の背後に Expressway-E を必要とするコール シナリオには、ルータ/ファイアウォールベー

スの ALG を利用して実現できるものもありますが、正しく機能するとは限りません。そのため、Expressway を使

用して、それ自身のインターフェイス上でスタティック NAT を実行する必要があります。この件の詳細なバックグ

ラウンドについては、この付録内の「SIP/H.323 ALG 機能を持つルータ/ファイアウォール [51 ページ]」の項を参

照してください。高度なネットワーク オプションは、Expressway-E 上でのみ使用可能です。 

NAT の背後に Expressway-E を配置し、その Expressway-E 上にスタティック NAT を設定する場合は、

Expressway-E のネットワーク トラフィックを伝送するルータ/ファイアウォール上で SIP と H.323 の ALG
（SIP/H.323 認識）を無効にすることを強く推奨します（経験上、これらはビデオ トラフィックを適切に処理できない

ことが知られています）。 

バックグラウンド 
企業間のコミュニケーションのため、あるいは在宅ワーカーや出張中のワーカーをサポートするために 
Expressway-E を配置する場合は、パブリックでルーティング可能な IP アドレスを Expressway-E に設定するの

ではなく、Expressway-E を NAT が適用される DMZ 内に配置することが一般に推奨されます。 

ネットワーク アドレス変換（NAT）は、SIP と H.323 のアプリケーションに対して問題があります。これらのプロトコ

ルでは、IP アドレスおよびポート番号が、OSI レイヤ 3 およびレイヤ 4 のパケット ヘッダーで使用されるだけで

なく、H.323 と SIP のメッセージ自体のパケット ペイロード データ内からも参照されているからです。 

通常、NAT ルータ/ファイアウォールでは、ヘッダーの IP アドレスとポート番号が変換されますが、SIP および 
H.323 メッセージのペイロード内にある IP アドレス参照とポート参照は変換されません。そのため、NAT を使用

すると、一般に SIP/H.323 コール シグナリングと RTP メディア パケット フローは中断されます。 

そのような例として、NAT ルータの背後に配置された Expressway-E と、2 つのエンドポイントがある場合につい

て説明します。Expressway-E では LAN2 側でスタティック NAT が無効になっていますが、NAT ルータにスタテ

ィックな 1 対 1 の NAT が設定されているので、パブリック アドレス 64.100.0.10 が Expressway-E LAN2 IP ア
ドレス 10.0.10.2 に NAT されます。 

 
 NAT ルータには、ローカル IP アドレス 10.0.10.1 と NAT IP アドレス 64.100.0.10（10.0.10.2 にスタティック

に NAT される）が設定されています 
 Expressway-E LAN1（内向きのインターフェイス）には、IP アドレス 10.0.20.2 が設定されています 
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 Expressway-E LAN2（外向きのインターフェイス）には、IP アドレス 10.0.10.2 が設定されています（スタティッ

ク NAT は無効になっています） 
 Expressway-E のデフォルト ゲートウェイには、10.0.10.1（NAT ファイアウォールの内部アドレス、LAN2 経由

で到達可能）が設定されています 
 エンドポイント A には IP アドレス 10.0.20.3 が設定されています。 
 エンドポイント B には、IP アドレス 64.100.0.20 が設定され、インターネットに存在しています。 

エンドポイント A がエンドポイント B に対して SIP コールを発信したとします。このコールは Expressway-E に到

達し、エンドポイント B への SIP INVITE をプロキシします。Expressway-E からエンドポイント B まではトラバー

サル コールになり（Expressway-E はシグナリングとメディアの両方を使用します）、SIP INVITE メッセージを伝

送するパケットは NAT ルータに到達したときに次の内容を含んでいます（見やすくするために、実際の INVITE 
の内容を簡略化してあります）。 
Packet header: 
Source IP: 10.0.10.2  
Destination IP: 64.100.0.20 
SIP payload: 
INVITE sip: 64.100.0.20 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.10.2:5061 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.20.3:55938 
Call-ID: 20ec9fd084eb3dd2@127.0.0.1 
CSeq: 100 INVITE 
Contact: <sip:EndpointA@10.0.20.3:55938;transport=tls> 
From: "Endpoint A" <sip:EndpointA@cisco.com>;tag=9a42af 
To: <sip: 64.100.0.20> 
Max-Forwards: 70 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 2825 
   
v=0 
o=tandberg 1 2 IN IP4 10.0.10.2 
s=- 
c=IN IP4 10.0.10.2  
b=AS:2048 
… 
… 
… 
  
図 3：NAT ルータに到着する SIP INVITE 

上の例では、SIP ペイロード内の SDP（セッション記述プロトコル）に Expressway-E の IP アドレスへの参照が

格納されています（黄色の c=IN IP4 10.0.10.2）。 

NAT ルータは、SIP INVITE パケットを受信すると、レイヤ 3 送信元 IP アドレス ヘッダー（緑色の 10.0.10.2）
を書き換え、10.0.10.2（Expressway-E LAN2 の IP アドレス）を自分のパブリック NAT アドレス

（64.100.0.10）に置換してから、パケットをインターネットにルーティングします。この SIP INVITE メッセージ

は、エンドポイント B に到達したときに次の内容を含んでいます。 
 
Packet header: 
Source IP: 64.100.0.10  
Destination IP: 64.100.0.20 
SIP payload: 
INVITE sip:64.100.0.20 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.10.2:5061 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.20.3:55938 
Call-ID: 20ec9fd084eb3dd2@127.0.0.1 
CSeq: 100 INVITE 
Contact: <sip:EndpointA@10.0.20.3:55938;transport=tls> 
From: "Endpoint A" <sip:EndpointA@cisco.com>;tag=9a42af 
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To: <sip:64.100.0.20> 
Max-Forwards: 70 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 2825 
   
v=0 
s=- 
c=IN IP4 10.0.10.2  
b=AS:2048 
… 
… 
… 
  
図 4：エンドポイント B に到着する SIP INVITE 

上の例からわかるように、エンドポイント B は SIP INVITE を IP 64.100.0.10（NAT ルータ）から受信したと認識

し、それにより INVITE に対する応答メッセージの送信先を知ることになります。 

一方、SIP INVITE の SDP 内にある c 行には c=IN IP4 10.0.10.2 が設定されたままなので、エンドポイント 
B は RTP メディアを IP アドレス 10.0.10.2（インターネット上でルーティング不可能なアドレス）に送信しようと

します。 

このシナリオの結果として、エンドポイント A はエンドポイント B から送信されたメディアを受信することはありま

せん（一方、エンドポイント B は、パブリックでルーティング可能な IP アドレスが割り当てられているので、エンド

ポイント A からのメディアを正常に受信します）。 

H.323 コールでも同様の動作が見られます。H.323 は、メッセージ ペイロード内の埋め込みの IP アドレス参照

およびポート参照について SIP と同じ原理を使用します。 

ソリューション 
Expressway-E が NAT の背後に配置されるシナリオ（上の例のような場合）でもコール シグナリングとメディア

接続を確実に機能させるには、Expressway-E において、SIP および H.323 メッセージ内で Expressway-E の
実際の LAN2 ネットワーク インターフェイスの IP アドレス（10.0.10.2）を参照している部分を変更し、それらを 
NAT ルータのパブリック NAT アドレス（64.100.0.10）に置き換える必要があります。 

これは、Expressway-E 上の選択したネットワーク インターフェイスで [スタティック NAT モード（Static NAT 
mode）] を有効にすることにより実現されます。Expressway-E 上でスタティック NAT モード機能を使用するには、

高度なネットワーク オプション キーが必要です。 

このオプション キーにより、2 つのネットワークインターフェイス（LAN1 と LAN2）の使用が可能になり、それらの

インターフェイスの一方または両方に対してスタティック NAT モードを有効化できるようになります。これらのイン

ターフェイスは、両方とも使用する必要はありません。一方のインターフェイスのみを使用し、そのインターフェイ

ス上でスタティック NAT モードを有効にすることもできます。 

スタティック NAT がインターフェイス上で有効になっている場合、Expressway は、このインターフェイスのすべて

のアウトバウンド SIP および H.323 トラフィックに対してスタティック NAT を適用します。したがって、H.323 およ

び SIP デバイスは、ローカル インターフェイス アドレスではなく、スタティック NAT アドレスを使用してこのイン

ターフェイスと通信する必要があります。 

高度なネットワーク キーが Expressway-E にインストールされている場合、[IP] 設定ページ（[システム

（System）] > [IP]）にオプションが追加され、ユーザは、[デュアル ネットワーク インターフェイスの使用（Use dual 
network interfaces）] にするかどうか、どちらのインターフェイスを [外部 LAN インターフェイス（External 
LAN interface）] に指定するか、選択したインターフェイス上で [スタティック NAT モード（Static NAT mode）] を
有効にし、各インターフェイスの [IPv4 スタティック NAT アドレス（IPv4 static NAT address）] を設定するかどう

かを決定することができます。 
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前述の配置例の場合、Expressway-E は次のように設定できます。 

 
 デュアル インターフェイスが選択され、外部 LAN インターフェイスは LAN2 に設定されます 
 [設定（Configuration）] > [IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）] は、10.0.10.1（NAT ルータのローカル IP アド

レス）に設定されます 
 [LAN1] > [IPv4 アドレス（IPv4 address）] は、10.0.20.2 に設定されます 
 [LAN1] > [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）] は、[オフ（Off）] に設定されます 
 [LAN2] > [IPv4 アドレス（IPv4 address）] は、10.0.10.2 に設定されます 
 [LAN2] > [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）] は、[オン（On）] に設定されます 
 [LAN2] > [IPv4 スタティック NAT アドレス（IPv4 static NAT address）] は、64.100.0.10（NAT ルータのパブ

リック NAT アドレス）に設定されます 

インターフェイス（この例では LAN2）上で [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）] を有効にした場合、

Expressway-E は、このインターフェイスから送出される H.323 および SIP メッセージのペイロードを変更して、

LAN2 インターフェイスのアドレス（10.0.10.2）への参照が、このインターフェイスに設定された IPv4 スタティック NAT 
アドレス（64.100.0.10）に置き換えられます。したがって、このインターフェイスから送出された SIP および H.323 メッ
セージのペイロードでは、LAN2 インターフェイスの IP アドレスが 64.100.0.10 であるかのように見えます。 

Expressway-E は、このインターフェイスから送出される H.323 および SIP の発信パケットのレイヤ 3 送信元ア

ドレスを変更しないことに注意してください。この変更は、NAT ルータによって実行されます。 

この設定が適切に行われると、図 4 に示したエンドポイント B 到着時の SIP INVITE の内容が、次のように変化

します。 
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Packet header: 
Source IP: 64.100.0.10  
Destination IP: 64.100.0.20 
SIP payload: 
INVITE sip: 64.100.0.20 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.10.2:5061 
Via: SIP/2.0/TLS 10.0.20.3:55938 
Call-ID: 20ec9fd084eb3dd2@127.0.0.1 
CSeq: 100 INVITE 
Contact: <sip:EndpointA@10.0.20.3:55938;transport=tls> 
From: "Endpoint A" <sip:EndpointA@cisco.com>;tag=9a42af 
To: <sip: 64.100.0.20> 
Max-Forwards: 70 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 2825 
   
v=0 
s=- 
c=IN IP4 64.100.0.10  
b=AS:2048 
… 
… 
… 
  
図 5：エンドポイント B に到着する SIP INVITE（スタティック NAT モードが有効な場合） 

Expressway-E の LAN2 上でスタティック NAT が有効になっているので、SIP INVITE の c 行は c=IN IP4 
64.100.0.10 に書き直されています。したがって、エンドポイント B がアウトバウンド RTP メディアをエンドポイン

ト A に送信すると、そのメディアは IP アドレス 64.100.0.10（NAT ルータのパブリック NAT アドレス）に送信され

ます。このアドレスは、Expressway-E の LAN2 IP アドレス 10.0.10.2 に 1 対 1 で NAT されます。エンドポイン

ト B からの RTP メディアが 64.100.0.10 の宛先 IP アドレスで NAT ルータに到着すると、NAT ルータはそれら

のパケットを 10.0.10.2 の Expressway-E に転送し、双方向メディアが実現されます。 

SIP/H.323 ALG 機能を持つルータ/ファイアウォール 
ルータおよびファイアウォールには、SIP および H.323 の ALG 機能を備えているものがあります。ALG は、フィッ

クスアップ、インスペクション、アプリケーション アウェアネス、ステートフル パケット インスペクション、ディープ パ
ケット インスペクションなどとも呼ばれています。これは、ルータ/ファイアウォールが、SIP および H.323 のトラ

フィックをそれらの通過時に識別し、SIP および H.323 のメッセージのペイロードを検査（および場合によってはそ

れらを変更）できることを意味します。ペイロードの変更は、メッセージを発信した H.323 または SIP アプリケーショ

ンが NAT を通過できるようにすることを目的としています（つまり、Expressway-E と同様の処理を実行します）。 

ルータ/ファイアウォールベースの SIP および H.323 ALG を使用する場合は問題があります。それらはもともと、

比較的簡単な H.323 および SIP アプリケーションが NAT を通過できるようにすることを目的としていました。ほ

とんどの場合、対象となるアプリケーションはきわめて基本的な機能のみを備え、通常はオーディオのみをサポート

していました。 

長年にわたって、多くの H.323 および SIP の実装がますます複雑になっています。それにより、複数ビデオ スト

リームとアプリケーション共有（H.239、BFCP）、暗号化/セキュリティ機能（H.235、DES/AES）、ファイアウォール 
トラバーサル（Assent、H.460）、および SIP/H.323 標準のその他の拡張がサポートされるようになっています。 

そのため、ルータ/ファイアウォールが SIP および H.323 のトラフィックに対して ALG 機能を適切に実行するに

は、検査対象のペイロードの内容をルータ/ファイアウォールが完全に理解し、正しく解釈することが最も重要に

なっています。H.323 と SIP は継続的に開発が行われている標準/勧告であるため、ルータ/ファイアウォールが

これらの要件に適合する可能性は低くなっています。したがって、そのようなルータ/ファイアウォールと組み合わ

せて H.323 および SIP アプリケーションを使用すると、予期せぬ動作が起こります。 
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また、ルータ/ファイアウォールが通常の状態でトラフィックをまったく検査できない状況もあります（たとえば、TLS 
上で SIP を使用した場合など。この場合、ルータ/ファイアウォールを通過する通信はエンドツーエンドで保護およ

び暗号化されています）。 

この付録の導入部にある推奨事項に従い、Expressway-E のネットワーク トラフィックを伝送するルータ/ファイア

ウォール上で SIP と H.323 の ALG を無効にすることを強く推奨します。有効になっていると、Expressway-E 自
体に組み込まれているファイアウォール/NAT トラバーサル機能に悪影響を及ぼすことが多くあります。この件に

ついては、「付録 3：ファイアウォールと NAT の設定 [44 ページ]」にも記載されています。 

一般的なガイドラインと設計原則 
NAT やデュアル ネットワーク インターフェイスを使用する Expressway-E 配置では、次に説明するいくつかの一

般的なガイドラインと原則が適用されます。 

重なり合わないサブネット 

両方の LAN インターフェイスを使用するように Expressway-E を設定する場合は、トラフィックが正しいインター

フェイスに送信されることを保証するために、LAN1 インターフェイスと LAN2 インターフェイスを重なり合わない

サブネットに配置する必要があります。 

クラスタリング 

高度なネットワーク オプションがインストールされている Expressway をクラスタリングした場合は、クラスタ ピアが

それぞれの LAN1 インターフェイス アドレスでアドレス指定される必要があります。さらに、クラスタリングは、[スタテ

ィック NAT モード（Static NAT mode）] が有効になっていないインターフェイス上で設定される必要があります。 

したがって、LAN2 を外向きのインターフェイスとして使用すること、また該当する場合には LAN2 をスタティック 
NAT インターフェイスとして使用することを推奨します。 

外部 LAN インターフェイスの設定 

[IP] 設定ページ上の [外部 LAN インターフェイス（External LAN interface）] 設定は、TURN リレーがどのネット

ワーク インターフェイスに割り当てられるかを制御します。デュアル ネットワーク インターフェイスの 
Expressway-E 設定では、通常、Expressway-E 上の外向きの LAN インターフェイスにこの設定を行います。 

デュアル ネットワーク インターフェイス 

次の図に、デュアル ネットワーク インターフェイスとスタティック NAT を使用した Expressway-E、トラバーサル 
クライアントとして動作する Expressway-C、および 2 つのファイアウォール/ルータが含まれている配置の例を

示します。通常、このような DMZ 設定では、FW A が FW B にトラフィックをルーティングすることはできません。

デュアル インターフェイス Expressway-E などのデバイスが、FW A のサブネットから FW B のサブネットに向か

うトラフィックを検証し、転送する必要があります（逆方向のトラフィックについても同じです）。 

 
図 6：デュアル ネットワーク インターフェイスによる配置 
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この配置の構成は次のとおりです。 

 DMZ サブネット 1：10.0.10.0/24。次が含まれます。 
• ファイアウォール A の内部インターフェイス：10.0.10.1 
• Expressway-E の LAN2 インターフェイス：10.0.10.2 

 DMZ サブネット 2：10.0.20.0/24。次が含まれます。 
• ファイアウォール B の外部インターフェイス：10.0.20.1 
• Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.20.2 

 LAN サブネット：10.0.30.0/24。次が含まれます。 
• ファイアウォール B の内部インターフェイス：10.0.30.1 
• Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 
• Cisco TMS サーバのネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

 ファイアウォール A は、パブリック側のファイアウォールです。64.100.0.10 の NAT IP（パブリック IP）が設定され、

この IP は 10.0.10.2（Expressway-E の LAN2 インターフェイス アドレス）にスタティックに NAT されます 
 ファイアウォール B は内部側のファイアウォールです 
 Expressway-E LAN1 ではスタティック NAT モードが無効になっています 
 Expressway-E LAN2 ではスタティック NAT モードが有効になっており、スタティック NAT アドレス 

64.100.0.10 が設定されています 
 Expressway-C には、10.0.20.2（Expressway-E の LAN1）を指しているトラバーサル クライアント ゾーンが

存在します 
 Cisco TMS には Expressway-E が IP アドレス 10.0.20.2 で追加されています 

上の配置では、10.0.20.0/24 サブネットと 10.0.10.0/24 サブネットの間に通常のルーティングは存在しません。

Expressway-E がこれらのサブネットをブリッジし、SIP/H.323 シグナリングと RTP/RTCP メディアのプロキシと

して動作します。 

スタティック ルート 

図 6 に示したような配置では、Expressway-E に 10.0.10.1 のデフォルト ゲートウェイ アドレスを設定する必要
があります。これにより、LAN2 から送出されるすべてのトラフィックがデフォルトで IP アドレス 10.0.10.1 に送信
されます。 

ファイアウォール B が 10.0.30.0 サブネットから Expressway-E の LAN1 インターフェイスに送信されるトラフィッ
ク（たとえば、Expressway-C からのトラバーサル クライアント トラフィックや TMS からの管理トラフィックなど）に
対して NAT を実行している場合、このトラフィックは、Expressway-E の LAN1 に到達したときに、ファイアウォー
ル B の外部インターフェイス（10.0.20.1）から発信されたものとして認識されます。したがって、Expressway-E 
は、このトラフィックの見かけ上の送信元が同じサブネット上にあるので、そのトラフィックに対して LAN1 インター
フェイスから応答することができます。 

一方、ファイアウォール B が NAT を実行していない場合、Expressway-C から Expressway-E の LAN1 に送
信されるトラフィックは 10.0.30.2 から発信されたものとして認識されます。Expressway は、10.0.30.0/24 サブ
ネットのスタティック ルートが追加されていない場合、10.0.30.0/24 サブネットが 10.0.20.1 ファイアウォールの
背後にあることを知らないので、このトラフィックに対する応答を LAN2 からデフォルト ゲートウェイ（10.0.10.1）
に送信します。したがって、xCommand RouteAdd CLI コマンドを使用して、スタティック ルートを追加する必要
があります。そのコマンドは、Expressway 上の管理者 SSH シェルから実行されます。 

この例では、10.0.20.1 ファイアウォール（ルータ）の背後にある 10.0.30.0/24 サブネットに（LAN1 インターフェイ
ス経由で）到達可能であることを Expressway-E に知らせます。これは、次の xCommand RouteAdd 構文を使
用して達成されます。 

xCommand RouteAdd Address: 10.0.30.0 PrefixLength: 24 Gateway: 10.0.20.1 
Interface: LAN1 

この例では、LAN1 から到達できるのはゲートウェイ アドレス（10.0.20.1）のみなので、Interface パラメータを 
Auto に設定することもできます。 
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ファイアウォール B が NAT を実行していないとき、Expressway-E が 10.0.30.0 以外のサブネットにあるデバイ

スと通信する必要があり（たとえば、HTTPS や SSH の管理用の管理ステーションと通信するためや、NTP、
DNS、LDAP/AD、syslog サーバなどのネットワーク サービスに到達するため）、それらのデバイス/サブネットが

ファイアウォール B の背後にある場合は、それらに対するスタティック ルートも追加する必要があります。 

xCommand RouteAdd コマンドおよび構文の詳細については、『Expressway Administrator Guide』を参照し

てください。 

配置例 
以降の項では、その他の可能な配置シナリオを説明する追加のリファレンス デザインを示します。 

単一の Expressway-E LAN インターフェイスを使用した単一サブネットの DMZ 

この場合、FW A はトラフィックを FW B にルーティングできます（その逆も同じです）。Expressway-E では、FW B 
に外側から内側へピンホールを開かなくても、ビデオ トラフィックが FW B を通過できます。また、Expressway-E は、

パブリック側のファイアウォール トラバーサルも処理します。 

 
この配置の構成は次のとおりです。 

 単一サブネットの DMZ：10.0.10.0/24。次が含まれます。 
• ファイアウォール A の内部インターフェイス：10.0.10.1 
• ファイアウォール B の外部インターフェイス：10.0.10.2 
• Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.10.3 

 LAN サブネット：10.0.30.0/24。次が含まれます。 
• ファイアウォール B の内部インターフェイス：10.0.30.1 
• Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 
• Cisco TMS のネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

ファイアウォール A にはスタティックな 1 対 1 の NAT が設定されています。これにより、パブリック アドレス 
64.100.0.10 が Expressway-E の LAN1 アドレスに NAT されます。Expressway-E 上では、LAN1 に対して [スタ

ティック NAT モード（Static NAT mode）] が有効になっています（スタティック NAT アドレスは 64.100.0.10）。 

（注）  

ネットワークの外側から見えるとおりに、Expressway-E の FQDN を、Expressway-C のセキュア トラバーサル 
ゾーン上のピア アドレスとして入力する必要があります。スタティック NAT モードでは、着信シグナリングとメディ

ア トラフィックを、プライベート名ではなく外部 FQDN に送信するように Expressway-E が要求するためです。 

また、外部ファイアウォールが Expressway-C から Expressway-E の外部 FQDN へのトラフィックを許可する

必要があることも意味します。これは、NAT リフレクションと呼ばれ、すべてのタイプのファイアウォールでサポー

トされているわけではありません。 

したがって、この例では、ファイアウォール A は Expressway-E の外部アドレス 64.100.0.10 宛ての 
Expressway-C から発信されるトラフィックの NAT リフレクションを許可する必要があります。Expressway-C の
トラバーサル ゾーンにはピア アドレスとして 64.100.0.10 が必要です。 
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Expressway-E のデフォルト ゲートウェイは、10.0.10.1 に設定される必要があります。このシナリオでスタティッ

ク ルートが必要かどうかは、FW A と FW B の機能および設定によって決まります。Expressway-C から 
Expressway-E への通信の宛先は、Expressway-E の 64.100.0.10 アドレスになります。Expressway-E から 
Expressway-C へのリターン トラフィックはデフォルト ゲートウェイ経由にしなければならない場合があります。応

答トラフィックが Expressway-E から直接 FW B を経由して 10.0.30.0/24 サブネットに到達するようにスタティッ

ク ルートを Expressway-E に追加すると、非対称ルーティングが行われることになり、正常に動作するかどうか

はファイアウォールの機能に依存します。 

Cisco TMS 管理の通信は Expressway-E 上のスタティック NAT モード設定の影響を受けないので、

Expressway-E を IP アドレス 10.0.10.3 で Cisco TMS に追加できます（FW A で許可されていれば IP アドレス 
64.100.0.10 でも可能）。 

単一の Expressway-E LAN インターフェイスを使用した 3 ポート ファイアウォール 
DMZ 

 
この配置では、3 ポート ファイアウォールを使用して次のものが作成されます。 

 DMZ サブネット（10.0.10.0/24）。次が含まれます。 
• ファイアウォール A の DMZ インターフェイス：10.0.10.1 
• Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.10.2 

 LAN サブネット（10.0.30.0/24）。次が含まれます。 
• ファイアウォール A の LAN インターフェイス：10.0.30.1 
• Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 
• Cisco TMS のネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

ファイアウォール A にはスタティックな 1 対 1 の NAT が設定されています。これにより、パブリック アドレス 
64.100.0.10 が Expressway-E の LAN1 アドレスに NAT されます。Expressway-E 上では、LAN1 に対して [スタ

ティック NAT モード（Static NAT mode）] が有効になっています（スタティック NAT アドレスは 64.100.0.10）。 

Expressway-E のデフォルト ゲートウェイは、10.0.10.1 に設定される必要があります。このゲートウェイは 
Expressway-E から送信されるすべてのトラフィックに対して使用される必要があるので、このタイプの配置では

スタティック ルートは必要ありません。 

前の配置例「単一の Expressway-E LAN インターフェイスを使用した単一サブネットの DMZ」で説明したのと同

じ理由により、Expressway-C 上のトラバーサル クライアント ゾーンは、Expressway-E のスタティック NAT アド

レス（この例では 64.100.0.10）と一致するピア アドレスで設定される必要があります。 

したがって、ファイアウォール A は、宛先アドレスが 64.100.0.10 の Expressway-C からのトラフィックを許可

する必要があります。これは、NAT リフレクションとも呼ばれ、すべてのタイプのファイアウォールでサポートされ

ているわけではないことに注意する必要があります。 

Cisco TMS 管理の通信は Expressway-E 上のスタティック NAT モード設定の影響を受けないので、

Expressway-E を IP アドレス 10.0.10.2 で Cisco TMS に追加できます（FW A で許可されていれば IP アドレス 
64.100.0.10 でも可能）。 
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テクニカル サポート 
必要な情報がマニュアルで得られなかった場合は、http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html の 
Web サイトを参照してください。このサイトでは、次のことが可能です。 

 最新のソフトウェアを実行していることを確認できます。 
 シスコ テクニカル サポート チームから支援が得られます。 

問題を報告する前に、次の情報を揃えるようにしてください。 

 製品の識別情報（必要に応じてモデル番号、ファームウェア バージョン、ソフトウェア バージョンなど） 
 お客様の連絡先となる電子メール アドレスまたは電話番号。 
 問題の詳しい説明。 

販売終了のためサポートされない可能性のある Cisco TelePresence 製品のリストを表示するには、

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_end_of_life.html にアクセスし、「TelePresence」の項まで下にス

クロールしてください。 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_end_of_life.html�
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マニュアルの変更履歴 
日付 説明 

2014 年 12 月 X8.5 用に再発行。 

2014 年 8 月 ファイアウォールの付録を修正。 

2014 年 6 月 X8.2 用に再発行。 

2013 年 12 月 初版。 
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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 サーバ アドレス（Server address）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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