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変更履歴 

アドミニストレータガイド表 1     変更履歴 

日付 変更内容 理由 

2019 年 10 月 LDAP の FQDN アドレス解決に関するセクションを修正して、LDAPS ポー

ト 636 がサポートされていないことを明示。 

ドキュメントの訂正 

2019 年 7 月 
X12.5.4 に関する内容を更新。X8.6.x 以降のソフトウェア上のシステムを 

12.5.4 以降にアップグレードする必要がないため、リリースキーへの参照

を削除。 

「ネットワークサービス」セクションの「HTTP リクエストを HTTPS にリ

ダイレクト」のデフォルト値の誤りを修正。CSCvq39362 を参照してくだ

さい。 

X12.5.4 リリース 

  

2019 年 6 月 
RMS ライセンス消費テーブルが更新され、RMS ライセンスを消費するシ

ナリオのみが含まれるようになりました。 

ドキュメントの訂正 

2019 年 5 月 
Meeting Server のロードバランシング設定に関する説明で、488 レスポン

スコードへの誤った参照を修正。 

ドキュメントの訂正 

2019 年 4 月 
X 12.5.2 メンテナンスリリースの更新（VMware ESXi プラットフォーム上

で仮想化された小規模 VM のサポートが含まれています）。 

メンテナンスセクションにある「認証ログモード」オプションの誤った命

名を修正。 

X12.5.2 メンテナンスリ 

リース 

ドキュメントの訂正 

2019 年 3 月 X12.5.1 メンテナンスリリースを更新。 X12.5.1 メンテナンスリ 

リース 

2019 年 2 月 
表「同時にホストできるサービス」を「概要」セクションに復帰。 

ドキュメントの訂正 

2019 年 1 月 X12.5 の更新。 X12.5 リリース 

2018 年 12 月 X8.11.4 の表題を変更（実質的な更新なし）。CSCvn73111 の B2BUA コ

ールステータスに関するセクションを調整。 

X8.11.4 メンテナンスリ 

リース 

2018 年 10 月 X8.11.3 メンテナンスリリースを更新。 X8.11.3 メンテナンスリリー

ス（破棄） 

2018 年 9 月 
Webex と Spark プラットフォームのリブランド、CE1200 アプライアンス

および X8.11.1 リリースに応じて更新。 

X8.11.1 リリース 

（破棄） 

2018 年 7 月 X8.11 の更新。 X8.11 リリース（破棄） 

2017 年 7 月 X8.10 の更新。 X8.10 リリース 

2017 年 1 月 全般的な訂正と更新。新しい機能を追加。 X8.9.1 メンテナンスリリース 
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日付 変更内容 理由 

2016 年 12 月 新しい機能と全体的な訂正。 X8.9 リリース 

2016 年 9 月 新しいコールポリシールールの設定を含むヘルプと管理者ガイドの更新。 X8.8.2 メンテナンスリリース 

2016 年 7 月 MRA の概要の修正および Xconfig SIP Advanced CLI コマンドを追加。 X8.8 ドキュメントの訂正 

2016 年 6 月 X8.8 の更新。 X8.8 リリース 

2016 年 4 月 全般的な訂正と更新。新しい機能を追加。 X8.7.2 メンテナンスリリース 

2016 年 2 月 
全般的な訂正と更新。マニュアルの変更履歴（この表）を追加。DNS ゾー

ンパラメータとアラームリファレンスを更新。 

X8.7.1 メンテナンスリリース 
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このバージョンの新機能 

重要:ソフトウェア バージョン X12.5 以降の新機能は、Cisco TelePresence Video Communication Server 製品 (VCS) 

ではサポートされません。これらの新機能は Cisco Expressway シリーズ製品 (Expressway) にのみ適用されます。この

ソフトウェア バージョンはメンテナンスおよびバグ修正のみを目的として VCS に用意されています。 

表 2    リリース番号別の機能履歴 - Cisco Expressway シリーズ 

機能/変更 X12.5  X12.5.1 X12.5.2  X12.5.3  X12.5.4  

仮想化システム - ESXi 6.7 1 認定 サポート対象外 サポート対象外 対応 対応 サポート対象 

仮想化システム - ESXi 6.0、6.5、および 6.7  

認定 

サポート対象 サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

Expressway-E での ACME (Automated 

Certificate Management Environment) サポート 

サポート対象 サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

クラスタ用の単一 SAML サポート対象 サポート対象 サポート  

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

複数の Meeting Server 会議ブリッジに対する 

SIP プロキシ - Cisco Meeting Server ロードバラ

ンシングのサポート 

（X12.5 では最新になっていません）以前はプレ

ビューステータスであったため参照用に含めま 

した) 

プレビュー サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA：セッション更新時の SIP UPDATE メソッ

ドのサポート 

サポート対象 サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA: ICE 用メディアパス最適化 サポート対象 サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA: スプリット DNS のない改善されたデュア

ルネットワークドメイン処理 

サポート対象 サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA：Unified CM SIP 回線での更新（自己記

述）による OAuth 

プレビュー サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA: アクティベーションコードを使用したデバ

イスオンボーディング 

プレビュー プレビュー プレビュー プレビュ

ー 

サポート対象 

MRA: 暗号化 iX のサポート プレビュー プレビュー プレビュー プレビュ

ー 

サポート対象 

MRA: ヘッドセット管理のサポート プレビュー プレビュー プレビュー プレビュ

ー 

サポート対象 

X12.5 の新機能ではなく、以前のプレビューステータスによる情報が含まれている機能は次の

とおりです。 

    

Cisco Meeting アプリでは Expressway-E TURN 

サーバを使用可能 

プレビュー サポート対象 サポート 

対象 

サポート

対象 

サポート対象 

MRA での複数のプレゼンスドメイン 
プレビュー プレビュー プレビュー プレビュ

ー 

プレビュー 
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機能/変更 X12.5  X12.5.1 X12.5.2  X12.5.3  X12.5.4  

Smart Call Home 非推奨およびプ

レビュー 

非推奨およびプ

レビュー 

非推奨およ

びプレビュ

ー 

非推奨お

よびプレ

ビュー 

非推奨および

プレビュー 

 

詳細情報 

特定の機能については、該当するソフトウェアバージョンのリリースノートを参照してください。 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
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このガイドについて .......................................................................................................................................... 15 

Cisco Expressway について 
Cisco Expressway は、包括的なコラボレーションサービス向け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。 

Cisco Expressway の主な機能と利点は次のとおりです。 

 組織のリーチを拡大する、実証済みの極めてセキュアなファイアウォールトラバーサルテクノロジ 

 Business-to-Business（B2B）、Business-to-Consumer（B2C）、および企業とクラウドサービスプロバイ

ダーの接続に役立ちます。 

 別途 VPN クライアントを用意する必要のない、リモートワーカー向けの包括的なコラボレーションへのセッシ

ョンベースのアクセス 

 スマートフォン、タブレット、デスクトップ用の Cisco Jabber により、幅広い範囲のデバイスをサポート 

します。 

 リモートおよびモバイルワーカーのための個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）の戦略やポリシーを補完 

します。 

Expressway は、多くの場合、Unified CM へのトランク側と回線側の接続を備えた Expressway-C と、DMZ に配置し

て Expressway-C へのトラバーサルゾーンを設定する Expressway-E のペアで展開されます。 

 

Expressway は CE12100 などの専用物理アプライアンスで使用することも、一連の Cisco UCS サーバ上で VM として

使用することもできます。 
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Expressway のタイプ 

各 Expressway はさまざまな機能を提供する 2 つのタイプのいずれかとして設定できます。 

Expressway-C 

Expressway-C は、エニーツーエニーのエンタープライズ規模の会議およびセッションの管理機能、およびインターワーキ

ング機能を提供します。Session Initiation Protocol（SIP）準拠のエンドポイントや H.323 準拠のエンドポイント間でのイ

ンターワーキングや、サードパーティ製エンドポイントとのインターワーキングが可能になり、テレプレゼンス会議の対象

範囲が広がります。Unified CM と統合すると、サードパーティ製 IP 構内交換機（IP PBX）ソリューションをサポートする

ことができます。Expressway-C により、ルーティング、ダイヤルプラン、および帯域幅使用率の定義などを含む、クリエ

イティブなセッション管理に必要なツールが実装されると同時に、組織レベルの要件に合わせてカスタマイズされたコール

管理アプリケーションの定義が可能になります。 

Expressway-E 

Expressway-E は Expressway-E と一緒に導入され、社外とのスムーズなビデオ通信を簡単かつ安全に実現します。

Business-to-Business（B2B）のビデオコラボレーションを可能にし、リモートワーカーや自宅ワーカーの生産性を向上さ

せ、サービスプロバイダーによる顧客へのビデオ通信の提供を可能にします。このアプリケーションは、すべての SIP デバ

イスと H.323 デバイス向けの各種の標準規格に準拠し、かつ、セキュアなファイアウォールトラバーサルを通じて安全に

実行します。その結果、組織は、従業員の生産性の向上や、パートナーと顧客とのコミュニケーションの強化からメリット

を得ることができます。 

VCS Expressway は、ファイアウォールの背後のエンドポイントが、メディアを通過させることができるパスを検出し、こ

れらのパスをそれぞれ経由するピアツーピア接続を確認した後に最適なメディア接続パスを選択できるインテリジェントな

フレームワークを使用します。これにより、企業のファイアウォールを再設定する必要がなくなります。 

Expressway-E は高い信頼性と拡張性を備えており、マルチベンダーのファイアウォールをサポートし、SIP プロトコルで

も H.323 プロトコルでも、任意の数のファイアウォールを通過できます。 

標準機能 

Expressway には次の機能が標準で装備されています。 

 別途 VPN クライアントを用意する必要のない、セキュアなファイアウォールトラバーサルとリモートワーカー向け

の Cisco Unified Communications Manager へのセッションベースアクセス 

 エンドポイントの登録サポート。ここにリストされている最大登録数はグローバルシステムの容量を表して  

います。個々のデプロイ容量は、製品のライセンスによって異なります。 

 標準的な M5 ベースの小規模システムでは最大 2000 件、標準的な M4 ベースの小規模システムでは最大 2500 

件の登録をサポート。 

 中規模システムでは、最大 2500 件の登録をサポート。 

 大規模システムでは、最大 5000 件の登録をサポート。モバイルおよびリモートアクセスの登録については最大 

2500 件。ただし、Cisco Expressway CE1200 物理アプライアンスに限り、最大 5000 件をサポート。 

 SIP Proxy 

注：SIP および H.323 プロトコルは、X8.9.2 以降の新しいバージョンのインストールではデフォルトで無効になって

います。[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）]ページを使用して、それらを有効にします。 

 SIP レジストラ（ルーム登録またはデスクトップ登録ライセンスが必要
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 SIP と H.323 をサポート（SIP/H.323 のインターワーキングを含む） 

 IPv4 と IPv6 をサポート（IPv4/IPv6 のインターワーキングを含む） 

 TURN リレーライセンスが必要です（TURN relay licenses） 

 高度なネットワーキング 

 デバイスのプロビジョニングと FindMe サービス 

 H.323 ゲートキーパー 

 QoS タギング 

 コール単位と総使用率ベースの両方で帯域幅を管理（ローカルサブゾーン内でのコールと外部システムおよびゾー

ンへのコールに対して個別に設定が可能） 

 使用可能な帯域幅を超えたコールに対する自動ダウンスピードのオプション 

 DNS を経由する URI ダイヤリングおよび ENUM ダイヤリングによるグローバルな接続 

 リッチメディアセッションのサポート（H.323/SIP ファイアウォールトラバーサルと同じ制限が適用されます）。 

 標準的な M5 ベースの小規模システムでは最大 75 件、標準的な M4 ベースの小規模システムでは最大 100 件の

リッチメディアセッションをサポート。 

 中規模システムでは最大 100 件のリッチメディアセッションをサポート。 

 大規模システムでは最大 500 件のリッチメディアセッションをサポート。 

 最大 2,000 の一致を含む 1,000 の外部ゾーン 

 1,000 のサブゾーン、および最大 3,000 のメンバーシップルールのサポート 

 プレフィックス、サフィックス、および正規表現を使用した柔軟性のあるゾーン設定 

 スタンドアロンの Expressway として機能したり、または他の Expressway やゲートキーパー、SIP プロキシなど

の他のシステムとの隣接が可能 

 最大 6 つの Expressway でのクラスタ化による n+1 の冗長性の提供と、最大 4 倍の個別キャパシティの提供が可能 

 単一番号のダイヤリング機能やネットワークフェールオーバー機能用のインテリジェントなルートダイレクタ 

 エンドポイントの認証オプション 

 どのエンドポイントを登録できるようにするかを制御 

 コールポリシー（アドミニストレータポリシーとも呼ぶ）（CPL のサポートを含む） 

 外部ポリシーサーバのサポート 

 Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）13.2 以降で管理が可能 

 Expressway の管理者用の AD 認証 

 以下について事前設定されているデフォルト値： 

 Cisco Unified Communications Manager のネイバーゾーン 

 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway  

Cisco Advanced Media Gateway（AM Gateway）は Expressway X8.x ソフトウェアバージョンでのみサポー

トされています。Expressway バージョン X12.5 以降、AM Gateway のサポートは非推奨となっています。 

 Nortel Communication Server のネイバーゾーン 

 初期設定にシリアルポートを使用する組み込みセットアップウィザード 

 Web インターフェイスまたは SSH を使用したシステム管理。CEnnnn 物理アプライアンスでは CIMC ポート経由

でシステムを管理 

 侵入からの保護 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

Cisco Expressway について 

 

14 

ハードウェア アプライアンスおよび仮想マシンのオプション 

Expressway はオンプレミスアプリケーションやクラウドアプリケーションをサポートし、専用のアプライアンスまたは仮

想化されたアプリケーションとして VMware 上で使用でき、さらに Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）プラ

ットフォームもサポートします。 

仮想マシンのオプション 

Expressway での仮想アプリケーションの導入には、次の 3 つのタイプがあります。 

 Small（Cisco Business Edition 6000 またはサポートされている VMware ESXi プラットフォームは、必要最低限の

ハードウェア仕様に準拠しています） 

 中（標準インストール） 

 大（高パフォーマンスと拡張性機能） 

Expressway インストールガイドのページに用意されている『Cisco Expressway 仮想マシンインストールガイド』を参照

してください。 

ハードウェア CE シリーズのアプライアンス 

Expressway は、UCS ハードウェアベースの専用 CE シリーズのアプライアンスとして使用できます。たとえば、

UCS C220 M5L ベースの CE1200 アプライアンスは中容量または大容量の Expressway として動作します。 

注：CE1200 アプライアンスでは、Cisco VCS シリーズはサポートされません。 

デフォルトのシステムサイズの変更 

Expressway-E として展開され、バージョン X8.11.4 以降で稼働する CE1200 および CE1100 アプライアンスでは、アプ

ライアンスのデフォルトのシステムサイズを大から中、または中から大に手動で変更できます。この機能が導入された理由

は、1 Gbps の NIC（SFP モジュール）を搭載し、中規模システムとして設定されたアプライアンスでのメディアトラバー

サル用の逆多重化ポートでの問題を軽減するためです。 

アプライアンスのサイズを変更するには、[システム（System）] > [管理設定（Administration settings）]ページに移動

して、[展開設定（Deployment Configuration）]リストから必要なサイズを選択します。 

インストールに関する情報 

Expressway インストールガイドのページに用意されている『Cisco Expressway CE1200 アプライアンスインストールガ

イド』を参照してください。 

ハードウェア プラットフォームでサポートされるソフトウェア バージョン 

Expressway 表 3     プラットフォームでサポートされるソフトウェアバージョン 

プラットフォーム名 シリアル番号 ソフトウェアバージョンのサポート範囲 

小規模 VM (OVA) (自動生成) 
X8.1 以降。 

中規模 VM (OVA) (自動生成) 
X8.1 以降。 

大規模 VM (OVA) (自動生成) 
X8.1 以降。 

CE1200 (UCS C220 M5L にプレインスト

ールされた Expressway) 52E##### 
X8.11.1 以降。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
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プラットフォーム名 シリアル番号 ソフトウェアバージョンのサポート範囲 

CE1100‡（UCS C220 M4L にプレインスト

ールされた Expressway） 

52D##### 
X8.6.1 以降。 

CE1000 (UCS C220 M3L にプレインス  

トールされた Expressway) 

52B##### 
X8.1.1 ～ X8.10.x 

このハードウェアでは X8.10.x より後のバ

ージョンはいずれもサポートされません。 

CE500 (UCS C220 M3L にプレインス 

トールされた Expressway) 

52C##### 
X8.1.1 ～ X8.10.x 

このハードウェアでは X8.10.x より後のバ

ージョンはいずれもサポートされません。 

 

‡ 2018 年 11 月 13 日以降、シスコに CE1100 アプライアンスを注文することはできなりました。このプラットフォームのライフ

サイクルにおけるその他の重要な日付については、販売終了の発表を参照してください。 

このマニュアルについて 

このガイドでは、Expressway のさまざまな特徴、サービス、および機能について説明しています。十分な機能を備えた 

Expressway のバージョンを想定しているため、詳述したすべての項目が導入時にサポートされていない場合があります。 

Expressway での設定タスクのほとんどは、Web ユーザーインターフェイスかコマンドラインインターフェイス（CLI）のどちらかを

使用して実行できます。このマニュアルでは主に Web ユーザーインターフェイスの使用方法について説明します。CLI のみで使用で

きる Expressway 機能もあります。これに該当する場合、それらの機能は関連する CLI コマンドを含めて説明します。 

Web ユーザインターフェイスの方向は、遷移するページの名前に続く[メニュー（Menu）] > [サブメニュー（Submenu）]のフォ

ーマットで表示されます。 

CLI コマンドが含まれている場合は、次の形式で表示されます。 

xConfiguration <Element><SubElement> 
xCommand <Command> 

トレーニング 

トレーニングはオンラインおよびシスコ指定のトレーニング会場で受講できます。当社が提供するすべてのトレーニングの詳細お

よびトレーニングオフィスの場所については、www.cisco.com/go/telepresencetraining を参照してください。 

用語集 

TelePresence 用語の用語集は https://tp-tools-web01.cisco.com/start/glossary/で入手できます。 

アクセシビリティ通知 

シスコは、利用しやすい製品およびテクノロジーの設計および提供に取り組んでいます。 

Cisco Expressway の Voluntary Product Accessibility Template（VPAT）は、ここで入手可能です。 

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#telepresence [英語] 

アクセシビリティの詳細については、次を参照してください。 

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html [英語] 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/products/collateral/unified-communications/expressway-series/eos-eol-notice-c51-741201.html
http://www.cisco.com/go/telepresencetraining
https://tp-tools-web01.cisco.com/start/glossary/
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#telepresence
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html
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Web インターフェイスの使用方法 

通常、システム設定は Web インターフェイスを通じて実行します。 

Web インターフェイスを使用するには、次の手順を実行します。 

1. ブラウザウィンドウを開き、アドレスバーに次のいずれかを入力します。 

 システムの IP アドレス 

 システムの FQDN 

2. 有効な管理者のユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン（Login）]をクリックします（管理者アカウントの設定方

法について詳しくは、ユーザアカウントの項を参照してください）。[概要（Overview）]ページが表示されます。 

Expressway の Web インターフェイスを使用してログインすると、Expressway のセキュリティ証明書に関する警告メッ

セージが表示される場合があります。システムの保護準備が整うまではこれを無視できます。 

また、コマンドラインインターフェイスも使用できます。 

フィールドマーカ 

 赤のアスタリスク が付いたフィールドは必須フィールドです 

 オレンジ色のダガー†が付いたフィールドは、クラスタ内の各ピアで設定する必要があるフィールドです。 

サポートされるブラウザ 

Expressway の Web インターフェイスは、Internet Explorer 8 および 9（非互換モード）、Internet Explorer 10 および 

11、Firefox、Chrome に対応するように設計され、テストされています。他のブラウザを UI へのアクセスに使用すること

は、正式にはサポートされていません。 

Expressway の Web インターフェイスを使用するには、JavaScript と Cookie を有効にする必要があります。 

HTTP メソッド（HTTP Methods） 

Expressway の Web サーバでは、次の HTTP メソッドが許可されています。 

方法 Web UI  

での使用 

API での

使用 

用途 

GET はい はい 指定したリソースからデータを取得します。たとえば、Expressway の Web イン 

ターフェイスの特定のページを返します。 

POST はい はい Web リソースにデータを適用します。たとえば、管理者が Expressway の Web  

インターフェイスを使用して、設定の変更を保存する場合などです。 

OPTIONS いいえ はい 指定した URL に対し、サーバでサポートされている HTTP メソッドを返します。た

とえば、Expressway は OPTIONS を使用して HTTP/1.1 コンプライアンス用 

にプロキシサーバをテストできます。 

PUT いいえ はい 指定した URI に保存するリソースを送信します。REST API コマンドはこのメソ 

ッドを使用して、Expressway 設定を変更します。 

DELETE いいえ はい 指定したリソースを削除します。たとえば、REST API はレコードの削除に DELETE 

を使用します。 
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API へのユーザアクセスを無効にする方法 

管理者はデフォルトで API にアクセスできます。これは、次の 2 つの方法で無効化できます。 

 Expressway が高度なアカウントセキュリティモードで動作している場合、API アクセスはすべてのユーザで自動的

に無効になります。 

 個別の管理者の API アクセスは、ユーザ設定オプションを使用して無効にできます。 
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コマンドライン インターフェイス（CLI）の使用方法 

Expressway は Web インターフェイスまたはコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して設定できます。 

デフォルトでは CLI は SSH を使用して、アプライアンス上のシリアルポートを通じて使用できます。これらの設定は、[シ

ステム管理（System administration）]ページで制御します。 

CLI を使用する場合は、次の手順を実行します。 

1. SSH セッションを開始します。 

2. Expressway の IP アドレスまたは FQDN を入力します。 

3. 管理者のユーザ名とパスワードを使用してログインします。 

認証に秘密キーを使用する場合は、「SSH アクセスの有効化（269 ページ）」を参照してください。 

4. これで、適切なコマンドを入力して CLI を使用できるようになりました。 

コマンド タイプ 

コマンドは次の 2 つのグループに分類されます。 

 xStatus：これらのコマンドは、システムの現在のステータスに関する情報を返します。現在のコール数や登録数な

どの情報は、このコマンドグループを使用して入手できます。さらに、「コマンドリファレンス：xStatus（541 ペ

ージ）」で xStatus コマンドの詳細なリストを参照してください。 

 xConfiguration：これらのコマンドを使用すると、1 つのデータ項目（IP アドレスやゾーンなど）を追加したり編

集したりできます。さらに、「コマンドリファレンス：xConfiguration（435 ページ）」で xConfiguration コマン

ドの詳細なリストを参照してください。 

 xCommand：これらのコマンドを使用すると、項目を追加および設定したり、情報を取得したりできます。さらに、

「コマンドリファレンス：xCommand（510 ページ）」で xCommand コマンドの詳細なリストを参照してください。 

 xHistory：これらのコマンドは、コール数や登録数などの履歴情報を提供します。 

 xFeedback：これらのコマンドは、コール数や登録などのイベントが発生したときに、それらのイベントに関する情

報を提供します。 

次の点に注意してください。 

 CLI に xConfiguration パスを入力すると、その要素（および該当する場合はサブ要素）に現在設定されている値の

リストが返されます。 

 CLI に xConfiguration のパスを入れて、その後に ? を入力すると、その要素とサブ要素の使用方法に関する情報

が返されます。 

 CLI に xCommand コマンドを ? 付きで、または ? を付けずに入力すると、その要素の使用方法に関する情報が返さ

れます。 
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Web ページの機能とレイアウト 

ここでは、Expressway の Web インターフェイスの各ページにある機能について説明します。 

図 1    リストページの例 

 

図 2    設定ページの例 

 

次の表で、ここに示した Web ページの例に表示されている要素について説明します。 

ページの要素   説明 

ページの名前と場所  各ページには、ページ名とそのページへのメニューパスが表示されます。メニューパスの 

各部分にはリンクが貼られています。上位のメニュー項目をクリックすると、該当のペー 

ジが表示されます。 

システムアラーム  このアイコンは、システムアラームがあるすべてのページの上部右隅に表示されます。この 

アイコンをクリックすると、アラームとその推奨される解決策に関する情報が表示される  

[アラーム（Alarms）] ページに移動します。 

ヘルプ  このアイコンは、各ページの右上に表示されます。このアイコンをクリックすると、表示さ 

れているページに固有のヘルプが示された新しいブラウザウィンドウが開きます。このウ 

ィンドウには、そのページの目的の概要が表示され、そのページでの設定に関する説明が 

示されます。 

ログアウト  このアイコンは、各ページの右上に表示されます。このアイコンをクリックすると、管理者 

セッションが終了します。 

フィールドレベルの

情報 

 情報アイコンをクリックするか、またはフィールドの内部をクリックすると、情報ボック 

スが設定ページに表示されます。このボックスには、該当する場合には有効な範囲やデフ 

ォルト値などを含む、特定のフィールドに関する情報が表示されます。情報ボックスを閉 

じるには、右上の [X] をクリックします。 

情報バー 
 

Expressway では、設定を保存したときや、さらにアクションが必要な場合などの特定の 

状況でフィードバックを提供します。このフィードバックは、ページ上部に黄色の情報バ 

ー内に表示されます。 

カラムのソート  カラム見出しをクリックすると情報が昇順または降順で並べ替えられます。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

Cisco Expressway について 

 

20 

ページの要素   説明 

[すべてを選択

（Select All）] と 

[選択をすべて解除

（Unselect All）] 

 リスト内のすべての項目を選択または選択解除するには、これらのボタンを使用します。 

必須フィールド  完了する必要のある入力フィールドを示します。 

ピア固有の設定項目  † Expressway がクラスタの一部である場合は、設定のほとんどの項目がクラスタ内のすべ 

てのピアに適用されます。ただし、†で示された項目は、クラスタピアごとに個別に指定す 

る必要があります。 

システム情報  現在ログインしているユーザの名前とそれらのユーザのアクセス権限、システム名（シス 

テム名が設定されていない場合は LAN 1 IPv4 アドレス）、ローカルシステム時刻、現在 

選択されている言語、シリアル番号と Expressway ソフトウェアバージョンがページの下 

部に表示されます。 

 

管理者アカウントに読み取り専用特権が指定されている場合は、設定値を変更できません。 

関連資料 

表 4    関連ドキュメントとビデオへのリンク 

サポートビデオ 
Cisco TAC エンジニアから提供される特定の共通の表現の設定手順に関するビデオは、

Expressway/VCS スクリーンキャストビデオリストページにあります 

仮想マシンのインストール 
Expressway インストールガイドページの『Cisco Expressway 仮想マシンインストール 

ガイド』 

物理アプライアンスのインス

トール Expressway インストールページの『Cisco Expressway CE1200 アプライアンスインス 

トールガイド』 

レジストラ / 単一システムの

基本設定 Expressway インストールガイドページの『Cisco Expressway レジストラ導入ガイド』 

ファイアウォールトラバーサ

ル / ペアリング対象システム

の基本設定 

Expressway 基本設定ガイドのページの『Cisco Expressway-E および Expressway-C 基本

設定展開ガイド』 

管理およびメンテナンス 
Cisco Expressway シリーズメンテナンスおよび運用ガイドページの『Cisco Expressway  

管理者ガイド』 

Cisco Expressway シリーズメンテナンスおよび運用ガイドページの『Cisco Expressway  

サービスアビリティガイド』 

クラスタ 
Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの『Cisco Expressway クラスタ作成とメ 

ンテナンス導入ガイド』 

証明書 
Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 証明書の作成と使用導入ガイド』 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/docs/unified-communications/expressway-series/214390-expressway-vcs-screencast-video-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/p/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ポート 
Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway IP ポート使用設定ガイド』 

ユニファイドコミュニケーシ

ョン Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway を使用したモバイルとリモートア 

クセス』 

Cisco Meeting Server 
Expressway 設定ガイドページの『Cisco Meeting Server および Cisco Expressway 導入 

ガイド』 

Cisco Meeting Server プログラミングガイドのページの『Cisco Meeting Server API リフ 

ァレンスガイド』 

その他の Cisco Meeting Server のガイドは、Cisco Meeting Server 設定ガイドページに用 

意されています。 

Cisco Webex ハイブリッ 

ドサービス 

ハイブリッドサービスナレッジベース 

Cisco Hosted Collaboration 

Solution (HCS) 
HCS のお客様用マニュアル 

Microsoft インフラストラク

チャ Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway および Microsoft インフラストラク

チャ導入ガイド』 

Expressway 設定ガイドのページに用意されている『Cisco Jabber およびビジネス版 

Microsoft Skype インフラストラクチャ設定虎の巻』 

REST API 
Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway REST API サマリーガイド』（API  

が自己文書化されている高レベル情報のみ） 

MultiWay 会議 Expressway 設定ガイドのページの『Cisco TelePresence Multiway 導入ガイド』 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://cisco.com/go/hybrid-services
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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サービス セットアップ ウィザードについて 

サービスセットアップウィザードを使用すると、環境に選択した用途に適切な Expressway または VCS システムを簡単に

設定してライセンスを適用できます。またユーザインターフェイスも簡素化されます。 

サービスセットアップウィザードの使用方法について詳しくは、Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway-E 

および Expressway-C Basic 設定導入ガイド』を参照してください。このガイドでは、ウィザードにアクセスしてナビゲー

ションする方法と、ライセンスのオプションキーと CE 物理アプライアンス固有の設定を適用する方法について説明してい

ます。 

図 3    サービスセットアップウィザード - 選択ページ 

 

同時にホストできるサービス 

サービスによっては、互換性がないために同時に選択できないものがあります。次の表に、サービスの互換性マトリックス

を示します。このマトリックは、システムまたはクラスタで同時に使用できるサービスを示しています。 

表 5    一緒にホストできるサービス 

  Cisco Webex 

ハイブリッド  

サービス（コ  

ネクタ） 

モバイルお

よびリモー

トアクセス 

Jabber 

Guest サー

ビス 

Microsoft 

ゲートウェ

イサービス 

レジストラ CMR Cloud 
企業間取引

コール 

（ハイブリ

ッドコール

サービスを

含む） 

Cisco Webex ハイブリッ 

ドサービス（コネクタ） 

Y N N N 
N Y 

Y 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Mobile & Remote Access 

および/または（X8.9 か

ら）Meeting Server Web 

プロキシ 

N Y N N 
Y Y 

Y* 

Jabber Guest サービス N N Y N 
Y Y 

Y 

Microsoft ゲートウェイサ

ービス 

N N N Y 
N N 

N 

レジストラ N Y Y N Y Y Y 

CMR Cloud Y Y Y N Y Y Y 

ビジネス ツー ビジネス コ

ール 

（Cisco Webex ハイブリッ

ドコールサービスを含む） 

Y Y* Y N 
Y Y 

Y 

 

表の見方 

Y：はい。これらのサービスは同じシステムまたはクラスタでホストできます 

N：いいえ。これらのサービスは同じシステムまたはクラスタでホストできません 

ルール 

 ハイブリッドサービスコネクタは、コールサービスに使用されるトラバーサルペアの Expressway-C と共存できま

すが、ユーザ数に制限があります。 

* ハイブリッドコールサービス（または B2B）トラバーサルペアも MRA に使用する場合、ハイブリッドサービスコ

ネクタを別個の Expressway-C 上に配置する必要があります。これは、MRA 用に使用されている Expressway-C 

上でホストされているコネクタは、シスコではサポートすることができないためです。 

 Microsoft ゲートウェイサービスには、専用の VCS Control または Expressway-C（ヘルプとドキュメントでは

「Gateway VCS」または「Gateway Expressway」と呼ばれます）が必要です。 

 Jabber Guest は MRA とは連動しません（技術的な制約）。 

 MRA は、IPv6 のみのモードにはサポートされません。同じ Expressway のトラバーサルペアの IPv6 B2B コールを 

IPv4 MRA と共存させるには、Expressway-E と Expressway-C をデュアルスタックモードに設定する必要があり

ます。 
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ネットワークとシステムの設定 

ここでは、Web インターフェイスの[システム（System）]メニューに表示されるネットワークサービスと設定に関連する

オプションについて説明します。これらのオプションによって、IP 設定、ファイアウォールルール、侵入からの保護、

Expressway が使用する外部サービス（DNS、NTP、SNMP など）といった、Expressway が存在するネットワークに関連

する設定を行うことができます。 

ネットワーク設定 ..................................................................................................................24 

侵入からの保護 .....................................................................................................................31 

ネットワークサービス ...........................................................................................................38 

外部マネージャ設定値の設定 .................................................................................................48 

TMS プロビジョニング拡張サービスの設定 ...........................................................................49 

ネットワーク設定 

イーサネット設定 

注：このページで設定する速度は、Cisco Expressway 物理アプライアンス上で稼働するシステムにのみ適用されます。仮

想マシン（VM）ベースのシステムには適用されません。VM システムに対して示される接続速度は無効であり、基礎とな

る物理 NIC の実際の速度とは関係なく常に 10000 Mb/s として表示されます。これは、VM では物理 NIC から実際の速度

を取得できないためです。 

「イーサネット（Ethernet）」ページ（[システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス（Network 

interfaces）] > [イーサネット（Ethernet）]）には、Expressway とその接続先イーサネットネットワークと  

の間の接続速度が表示されます。Expressway では自動ネゴシエーションのみがサポートされるため、[速度（Speed）]は

常に[自動（Auto）]に設定されます。Expressway とこれに接続されているスイッチは、接続の速度とデュプレックスモー

ドを自動的にネゴシエートします。 

IP の設定 

「IP」ページ（[システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス（Network interfaces）] > [IP]）を使用して、

Expressway の IP プロトコルとネットワークインターフェイスの設定を行います。 

IP プロトコルの設定 

Expressway が IPv4 を使用するか、IPv6 を使用するか、あるいは IP プロトコルスイートの両方のバージョンを使用する

かを設定できます。デフォルトは[両方（Both）]です。 

 [IPv4 のみ（IPv4 only）]：IPv4 アドレスを使用したエンドポイントからの登録のみを許可し、IPv4 で通信する 2 

つのエンドポイント間のコールのみを受け入れます。IPv4 でのみ他のシステムと通信します。 

 [IPv6 のみ（IPv6 only）]：IPv6 アドレスを使用したエンドポイントからの登録のみを許可し、IPv6 で通信する 2 

つのエンドポイント間のコールのみを受け入れます。IPv6 でのみ他のシステムと通信します。 

http://www.cisco.com/
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 [両方（Both）]：IPv4 または IPv6 のいずれかのアドレスを使用したエンドポイントからの登録を許可し、どちらの

プロトコルを使用したコールでも受け入れます。IPv4 のみのエンドポイントと IPv6 のみのエンドポイント間のコ

ールの場合は、Expressway が IPv4 から IPv6 へのゲートウェイとして機能します。他のシステムとはいずれかの

プロトコルで通信します。 

一部のエンドポイントは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしますが、Expressway に登録するときにエンドポイントが使用で

きるプロトコルは 1 つのみです。エンドポイントに Expressway の IP アドレスを指定するために使用した形式によって、

どちらのプロトコルを使用するかが決定します。IPv4 または IPv6 のいずれかを使用してエンドポイントを登録すると、

Expressway はこのアドレッシングスキームを使用してコールのみを送信します。別のアドレッシングスキームを使用した

別のデバイスからのそのエンドポイントへのコールは Expressway によって変換されます（ゲートウェイ機能）。 

Expressway で設定されたすべての IPv6 アドレスは、/64 ネットワークプレフィックス長があるものとして処理されます。 

IPv4 と IPv6 のインターワーキング 

Expressway は IPv4 デバイスと IPv6 デバイス間のコールのゲートウェイとして機能します。この機能を有効にするには、[IP 

プロトコル（IP protocol）]に [両方（Both）]を選択します。 Expressway が IPv4 から IPv6 へのゲートウェイとして機能する

コールはトラバーサルコールであるため、リッチメディアセッションライセンスが必要です。 

IP ゲートウェイ 

Expressway が使用するデフォルトの[IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）]と[IPv6 ゲートウェイ（IPv6 gateway）]を設

定できます。これらは、Expressway のローカルサブネットの範囲内にない IP アドレスに対して IP 要求を送信するゲート

ウェイです。 

 デフォルトの[IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）]は 127.0.0.1 です。デフォルトを変更する場合は、コミッショ

ンプロセス時に変更する必要があります。 

 入力されている場合、[IPv6 ゲートウェイ（IPv6 gateway）] はスタティックグローバル IPv6 アドレスである必要

があります。リンクローカルまたはステートレス自動設定（SLAAC）IPv6 アドレスを指定することはできません。 

LAN の設定 

Expressway のプライマリネットワークポートは LAN 1 です。このポートに[IPv4 アドレス（IPv4 address）]と[サブネッ

トマスク（subnet mask）]、[IPv6 アドレス（IPv6 address）]と[最大転送単位（MTU）（Maximum transmission unit 

(MTU)）]を設定できます。 

 Expressway は、両方の LAN ポートにデフォルトの IP アドレス 192.168.0.100 が設定された状態で出荷されます。

これにより、Expressway をネットワークに接続し、デフォルトのアドレスを使用してアクセスすることで、リモ

ートから設定できます。 

 入力されている場合、[IPv6 アドレス（IPv6 address）] はスタティックグローバル IPv6 アドレスである必要があ

ります。リンクローカルまたはステートレス自動設定（SLAAC）IPv6 アドレスを指定することはできません。 

 高度なネットワーキングをインストールしている場合は、LAN 2 ポートに対してもこれらのオプションを設定でき

ます。 

 デフォルトでは、[最大転送単位（MTU）（Maximum transmission unit (MTU)）]は 1,500 バイトに設定されます。 

高度なネットワーキング 

高度なネットワーキング機能を使用すると、Expressway-E の LAN 2 イーサネットポートを有効にして、Expressway の

セカンダリ IP アドレスを取得できます。この機能には Expressway-E がスタティック NAT デバイスの背後にある導入環

境に対するサポートも含まれているため、個別のパブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスを取得できます。 
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デュアル ネットワーク インターフェイスの設定 

デュアルネットワークインターフェイスは、Expressway-E が個別のネットワークセグメント上にある 2 つの個別ファイアウ

ォール間の DMZ に存在する導入環境用のインターフェイスです。このような導入環境では、ルータが内部ネットワーク上の

デバイスが IP トラフィックをパブリックインターネットにルーティングできないようにしますが、その代わりに、トラフィッ

クは Expressway-E などのアプリケーションプロキシを通過する必要があります。 

デュアルネットワークインターフェイスを使用できるようにするには、次の手順を実行します。 

1. [デュアルネットワークインターフェイスを使用する（Use dual network interfaces）]を[はい（Yes）]に設定し 

ます。 

2. [外部 LAN インターフェイス（External LAN interface）]設定では、インターフェイスとして[LAN2]を選択します。 

外部インターフェイスのスタティック NAT を有効にする選択を行えるようになりました。この設定はどのポートが TURN 

サーバリレーを割り当てるかを決定します。 

注： 

 LAN 1 ポートを設定し、Expressway を再起動してから LAN 2 ポートを設定してください。 

 LAN 1 インターフェイスと LAN 2 インターフェイスは、重複しない別のサブネット上にある必要があります。 

 高度なネットワーキングを有効にしていても、イーサネットポートの 1 つのみを設定する場合は、[デュアルネットワー

クインターフェイスを使用する（Use dual network interfaces）]を[いいえ（No）]に切り替えます。 

 Expressway-E が DMZ にある場合、Expressway-E の外部 IP アドレスはパブリック IP アドレスである必要があり

ます。また、スタティック NAT モードが有効になっている場合は、スタティック NAT アドレスにパブリックネッ

トワークからアクセス可能である必要があります。 

 また、Expressway-E を企業内の内部ファイアウォールを通過するために使用することができます。この場合、

「パブリック」IP アドレスはパブリックネットワークからアクセスできませんが、企業内の別の部分へのアクセス

が可能な IP アドレスです。 

 インターフェイスの一方または両方の IP アドレスを変更する必要がある場合は、UI または CLI を使用して変更す

ることができます。必要に応じて、両方を同時に変更できます。また、新しいアドレスは、再起動後に有効になり

ます。 

スタティック NAT の設定 

スタティック NAT デバイスの背後に Expressway-E を導入して、パブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスを個

別に取得できるようにします。この機能は、Expressway-E が DMZ 内にあり、高度なネットワーキング機能が有効にされ

た展開環境で使用することを目的としています。 

このような展開環境では、プライベート IPv4 アドレスとパブリック IPv4 アドレスの両方を使用するために、外向きの 

LAN ポートで NAT が有効にされいます。内向きの LAN ポートではスタティック NAT が有効にされないため、単一の IP 

アドレスを使用します。このような導入環境においては、Expressway-E の内向きの IP アドレスを使用するようにトラバ

ーサルクライアントを設定する必要があります。 
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スタティック NAT を使用できるようにするには、次の手順を実行します。 

1. 外向きの LAN ポートについては、次の手順を実行します。 

1. [IPv4 アドレス（IPv4 address）]フィールドに、ポートのプライベート IP アドレスを入力します。 

2. [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）]を[オン（On）]に設定します。 

3. [IPv4 スタティック NAT アドレス（IPv4 static NAT address）]フィールドに、ポートのパブリック IP アドレ

スを入力します。これは、（NAT 要素外部での）アドレス変換後の IP アドレスです。 

IPv6 モードの機能と制限 

IPv6 モードは、Expressway の IP インターフェイスを[IPv6 のみ（IPv6 Only）]モードに設定すると、これらのインターフ

ェイスは IPv6 のみを使用します。これらは他のシステムとの通信に IPv4 を使用せず、IPv4 と IPv6 の間（デュアルスタッ

ク）でインターワーキングを行いません。 

サポートされている IPv6 の明示的な機能 

 Expressway 登録された IPv6 エンドポイント間のコール。 

 DiffServ トラフィッククラス（TC）のタギング。 

 TURN サーバ（Expressway-E 上）。 

 自動侵入防御。 

 DNS ルックアップ。 

 ポートの使用およびステータスページ。 

サポートされている RFC 

 RFC 2460：Internet Protocol、Version 6（IPv6）仕様（部分的な実装：静的グローバルアドレスのみ）。 

 RFC 2464：イーサネットのネットワークを介した IPv6 パケットの送信。 

 RFC 3596：IP Version 6（IPv6）サポートの DNS 拡張 

 RFC 4213：IPv6 のホストおよびルータ向け基本遷移メカニズム 

 RFC 4291：IP Version 6（IPv6）アドレス指定アーキテクチャ 

 RFC 4443：Internet Protocol Version 6（IPv6）仕様向けの Internet Control Message Protocol（ICMPv6） 

 RFC 4861：IP version 6（IPv6）向けの近隣探索 

 RFC 5095：IPv6 でのタイプ 0 ルーティングヘッダの廃止 

 RFC 6156：IPv6 向け Traversal Using Relays around NAT（TURN）の拡張 

IPv6 モードの既知の制限 

 IPv6 アドレスはスタティックである必要があります。これらは、リンクローカルまたは SLAAC アドレスにはなれ

ません。 

 IP アドレスまたはそのゲートウェイの IP アドレスを変更したときは、Expressway を再起動する必要があります。 

 Mobile & Remote Access（MRA）は、IPv6 モードでテストまたはサポートされません。MRA の場合、プライマリ

コール制御エージェントは IPv6 をサポートしない Unified CM です。 

 分散証明書失効リストからの失効ステータスの取得は、IPv6 モードではサポートされません。 

DNS の設定 

[DNS]ページ（[システム（System）] > [DNS]）を使用して、Expressway の DNS サーバと DNS を設定します。 
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システム ホスト名とドメイン名の設定 

[システムホスト名（System host name）]で、この Expressway を表す DNS ホスト名を定義します。 

 システムホスト名はクラスタ内の各ピアに一意である必要があります。 

 リモートログサーバ上の Expressway を識別するために使用します（[システムホスト名（System host name）] 

を指定しない場合は、デフォルト名の「TANDBERG」が使用されます。） 

 名前には、英字、数字、ハイフン、下線のみを使用できます。最初の文字は英字、最後の文字は英字または数字に

する必要があります。 

[ドメイン名（Domain name）]は、非修飾サーバアドレス（例：ldapserver）の解決を試みるときに使用されます。クエリ

が DNS サーバに送信される前に、非修飾サーバアドレスの末尾に追加されます。サーバアドレスが完全修飾の場合

（ldapserver.mydomain.com など）、または IP アドレスの形式である場合は、DNS サーバに問い合わせるまではサーバアド

レスの後ろにドメイン名は追加されません。ドメイン名は次の Expressway 設定に適用されます。 

 LDAP サーバ 

 NTP サーバ 

 外部マネージャサーバ 

 リモートロギングサーバ 

すべてのサーバアドレスには IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）を使用することをお勧めします

（Expressway の FQDN は、システムのホスト名とドメイン名をつなげた形式になります）。 

SIP メッセージングへの影響 

システムのホスト名とドメイン名は、SIP メッセージングでのこの Expressway への参照を識別するためにも使用されます。

この場合、エンドポイントではその SIP プロキシとして、Expressway を（推奨されていない IP アドレス形式ではなく）

FQDN 形式で設定しています。 

この場合、たとえばエンドポイントに設定されている FQDN が Expressway に設定されているシステムホスト名とドメイン名

とが一致しなければ、Expressway は INVITE 要求を拒否します。（SIP プロキシ FQDN は、エンドポイントが Expressway に

送信した SIP 要求のルートヘッダーに組み込まれているために、このチェックが行われます）。 

カスタムドメイン検索 

[ドメイン検索（Search domains）]設定は、外部ホストが Expressway-C とは異なる DNS ドメイン内にあり、非修飾ホ

スト名が設定されているエッジ展開に適しています。必要に応じて、この設定を使用して 1 つ以上の DNS ドメインを指定

できます。Expressway は、指定されたドメインを 1 つずつ非修飾ホスト名に追加し、作成された FQDN を DNS でクエリ

します。DNS から IP アドレスが返されるまで、このプロセスが繰り返されます。つまり、ホスト間の接続を設定する際は、

FQDN を入力する必要はありません。 

複数のアドレスはスペースで区切ります。 

DNS 要求 

デフォルトでは、DNS 要求はシステムのエフェメラルポート範囲にあるランダムポートを使用します。その代わりに、必

要に応じて、[DNS 要求のポート範囲（DNS requests port range）]を[カスタムポート範囲を使用（Use a custom port 

range）]に設定し、[DNS 要求のポート範囲の開始（DNS requests port range start）]フィールドと [DNS 要求のポート

範囲の終了（DNS requests port range end）]フィールドを定義することによって、カスタムポート範囲を指定できます。

設定したソースポート範囲が狭いと、DNS スプーフィング攻撃に対する脆弱性が高まります。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ネットワークとシステムの設定 

 

29 

DNS サーバ アドレスの設定 

次の場合は、アドレス解決のために 1 つ以上の DNS サーバをクエリするように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 を使用する場合（LDAP および NTP サーバや、 

ネイバーゾーン、ピアなど）。 

 URI ダイヤリングや ENUM ダイヤリングなどの機能を使用する場合。 

デフォルトの DNS サーバ 

最大 5 つのデフォルトの DNS サーバを指定できます。Expressway は一度に 1 つのサーバをクエリします。そのサーバが

利用不可の場合、Expressway はリスト内の別のサーバを試します。 

サーバを指定する順序は重要ではありません。Expressway は、最後に利用可能であることが既知となったサーバを優先し

ます。 

ドメイン単位の DNS サーバ 

5 つのデフォルトの DNS サーバに加え、指定したドメインに 5 つの明示的 DNS サーバを指定できます。これは、特定の

ドメイン階層が明示的部署にルーティングされる必要がある場合、導入で役に立ちます。 

追加するドメイン別 DNS サーバの各アドレスに、最大 2 つのドメイン名を指定できます。これらのドメインでの DNS ク

エリは、デフォルト DNS サーバではなく、指定した DNS サーバに転送されます。 

ドメインごとの冗長サーバを指定するには、ドメインごとの DNS サーバアドレスをさらに追加し、そのアドレスを同じドメ

イン名に関連付けます。これらのドメインに対する DNS 要求は両方の DNS サーバに同時に送信されます。 

特定のホスト名の要求に、どのドメインネームサーバ（DNS サーバ）が応答しているかを確認するには、DNS ルックアッ

プツール（[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 ルックアップ（DNS lookup）]）を使用します。 

転送プロトコル 

Expressway は UDP と TCP を使用して DNS 解決を行います。DNS サーバからは、通常、UDP と TCP 応答が送られます。

UDP 応答が 512 バイトの UDP メッセージサイズの制限を超えると、Expressway は UDP 応答を処理できません。

Expressway は代わりに TCP 応答を処理できるため、一般にこれが問題になることはありません。 

ただし、ポート 53 での TCP インバウンドをブロックしている場合、UDP 応答のサイズが 512 バイトを超えていると、

Expressway は DNS からの応答を処理できません。この場合、DNS ルックアップツールを使用しても結果は表示されず、

要求したアドレスを必要とするすべての操作は失敗します。 

DNS レコードのキャッシング 

DNS ルックアップをキャッシュすることでパフォーマンスを向上させることができます。DNS 設定が変更されるたびに、

キャッシュが自動的に消去されます。必要に応じて、[DNS キャッシュの消去（Flush DNS cache）] をクリックして強制

的に消去することもできます。 

DSCP / Quality of Service の設定 

DSCP マーキングについて 

X8.9 から、Expressway では Mobile & Remote Access を含む、ファイアウォールを通過するトラフィックに対する、改

善された DSCP（DiffServ コードポイント）パケットマーキングがサポートされます。DSCP は、パケットの QoS レベル
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の測定です。トラフィックの優先順位付けに対してきめ細かい制御を提供するために、DSCP 値はこれらの個々のトラフィ

ックタイプに対して送信（マーキング）されます。 

トラフィックのタイプ 提供されたデフォルト値 Web UI フィールド 

ビデオ 34 QoS Video 

音声 46 QoS Audio 

XMPP 24 QoS XMPP 
シグナリング 24 QoS Signaling 

 

X8.9 以前は、すべてのシグナリングとメディアトラフィックにまとめて DSCP 値を適用する必要がありました。 

必要に応じて、[システム（System）] > [QoS（Quality of Service）] [Web UI] ページ（または [CLI]）から、 

デフォルトの DSCP 値を変更できます。 

（注） 

 DSCP 値「0」は標準のベストエフォートサービスを指定します。 

 DSCP マーキングは SIP と H.323 トラフィックに適用されます。 

 TURN トラフィックが実際に Expressway により処理される場合は、DSCP マーキングは TURN メディアに適用さ

れます。 

 メディアタイプが特定できない場合、トラフィックタイプ「ビデオ」がデフォルトで割り当てられます。（たとえ

ば、異なるメディアタイプが同じポートに多重化されている場合です）。 

既存の QoS/DSCP コマンドと API の廃止 

X8.9 から QoS/DSCP 値を指定する、以前の方法をサポートしていません。以前の Web UI 設定の QoS モードおよび 

QoS 値、CLI コマンド xConfiguration IP QoS Mode と xConfiguration IP QoS Value および対応する API は廃止 

されました。これらのコマンドは使用しないでください。 

現在これらのコマンドを使用している場合 

Expressway をアップグレードするときに、定義された既存の QoS の値は新規フィールドに自動的に適用され、提供され

たデフォルトを置き換えます。たとえば、値 20 を定義したら、4 つの DSCP すべての設定（QoS Audio、QoS Video、

QoS XMPP、QoS Signaling）も 20 に設定されます。 

ダウングレードはサポートされません。アップグレード前のソフトウェアバージョンに戻る必要があると、QoS の設定は、

最初に提供されるデフォルト値にリセットされます。つまり、QoS モードは[なし（None）]に、QoS 値は[0]に設定されま

す。手動で、使用する値を定義し直す必要があります。 

DSCP 値の設定 

必要に応じて、指定された DSCP のデフォルト値を変更するには、[QoS（Quality of Service）]ページ（[システム

（System）] > [QoS（Quality of Service）]）に移動し、使用する新しい値を指定します。 

 

スタティック ルート 

Expressway から IPv4 または IPv6 のアドレス範囲へのスタティックルートを定義できます。[システム（System）] > [ネ

ットワーク インターフェイス（Network interfaces）] > [スタティック ルート（Static routes）]に移動します。 

このページでは、スタティックルートを表示、追加、削除できます。 
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[高度なネットワーキング（Advanced Networking）]オプションを使用して DMZ に Expressway を導入する場合は、スタテ

ィックルートが必要になることがあります。また、他の複雑なネットワーク導入環境でも必要になることがあります。 

スタティックルートの追加： 

1. この Expressway からの新しいスタティックルートの基本宛先アドレスを入力します。 

203.0.113.0 または 2001:db8::などと入力します。 

2. 範囲を定義するプレフィックス長を入力します。 

この例を拡張する場合、24 と入力して IPv4 範囲の 203.0.113.0 ～ 203.0.113.255 を定義するか、または 32 と入

力して IPv6 範囲の 2001:db8:: ～ 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff を定義します。 

アドレス範囲フィールドに、IP アドレスとプレフィックス長から Expressway が計算した範囲が表示されます。 

3. 新しいルート用にゲートウェイの IP アドレスを入力します。 

4. 新しいルートのイーサネットインターフェイスを選択します。 

このオプションは、2 つ目のイーサネットインターフェイスが有効な場合にのみ、使用できます。[LAN 1]または

[LAN 2]を選択してそのインターフェイスを介したルートを適用するか、[自動（Auto）]を選択して Expressway が

いずれのインターフェイスでもこのルートをとることを許可します。 

5. [ルートの作成（Create route）]をクリックします。 

新しいスタティックルートがテーブルに表示されます。必要に応じて、このテーブルからルートを削除できます。 

注記 

 IP ルートは CLI を使用して設定することもできます。その場合は、xCommand RouteAdd コマンドと

xConfiguration IP Route コマンドを使用します。 

 最大 50 のネットワークとホストの組み合わせを設定できます。 

 root としてログインし、ip route ステートメントを使用して IP ルートを設定しないでください。 

 

侵入からの保護 

ファイアウォール ルールの設定 

ファイアウォールルールは Expressway へのアクセスを IP レベルで制御する IP テーブルルールを設定する機能を提供  

します。Expressway では、これらのルールが複数のグループに分類されており、次の順序で適用されます。 

 動的システムルール：これらのルールは、すべての確立された接続/属性を維持します。これらには、特定のアドレ

スをブロックするなど、自動検出機能によって挿入された任意のルールも含まれます。最後に、ループバックイン

ターフェイスからのアクセスを許可するルールが含まれます。 

 設定不可のアプリケーションルール：このルールはアプリケーション固有の必要なすべてのルール（SNMP トラフ

ィックや H.323 ゲートキーパー検出を許可するなど）を組み込みます。 

 ユーザ設定が可能なルール：このオプションは、手動で設定したすべてのファイアウォールルール（この項で説明）

を組み込みます。このルールは、何が Expressway にアクセス可能なのか（通常は何を制限するか）を詳細に定義

します。このグループには、Expressway LAN 1 インターフェイス（および高度なネットワーキングオプションキ

ーがインストールされている場合には LAN 2 インターフェイス）に送信されるすべてのトラフィックを許可する最

終的なルールがあります。 

また、以前のルールによってまだ明確に許可されていない、または拒否されていないブロードキャストやマルチキャストの

トラフィックを破棄する、設定できない最終的なルールもあります。 

デフォルトでは、Expressway の特定の IP アドレスに送信されるトラフィックはアクセスが許可されますが、Expressway 

が明示的にそのトラフィックをリッスンしていない場合はそのトラフィックが破棄されます。仕様に対してシステムをロッ

クダウンするには、追加のルールをアクティブに設定する必要があります。 
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アウトバウンド接続からのリターントラフィックは常に受け入れられることに注意してください。 

ユーザ設定ルール 

通常、ユーザ設定のルールは、何が Expressway へアクセスできるかを制限するために使用されます。次の操作を実行でき

ます。 

 そこからのトラフィックを許可または拒否する、発信元 IP アドレスのサブネットを指定します。 

 拒否されたトラフィックをドロップするか却下するかを選択します。 

 

シナリオによっては、ファイアウォールルールでドロップまたは拒否するように設定されているインバウンドトラ

フィックでも、Expressway がプロキシする場合があります。これは、 ファイアウォールルールは新しいインバウ

ンドトラフィックにのみ適用されるためです。内部ネットワーク上のデバイスがアウトバウンド接続を開始した場

合、外部ネットワーク上のデバイスは同じポートを使用して応答します。IP テーブルには既存のメディアパス情報

が含まれているため、 ファイアウォールルールよりも優先されます。 

 SSH、HTTP/HTTPS などのよく知られたサービスを設定するか、トランスポートプロトコルとポート範囲に基づい

てカスタマイズされたルールを指定します。 

 LAN 1 インターフェイスと LAN 2 インターフェイスには異なるルールを設定します（高度なネットワーキングオプ

ションキーがインストールされている場合）。ただし、マルチキャストアドレスなどの特定の宛先アドレスは設定

できません。 

 ルールを適用するプライオリティを指定します。 

ファイアウォール ルールの設定およびアクティブ化 

[ファイアウォール ルールの設定（Firewall rules configuratio）]ページを使用して、一連の新しいファイアウォールルー

ルを設定し、アクティブにします。 

表示されたルールセットが最初に、現在アクティブなルールのコピーになります。（ファイアウォールルールが定義されて

いないシステムでは、リストは空です。）ルールの数が多い場合は、[フィルタ（Filter）]オプションを使用して表示される

ルールセットを限定できます。このリストには組み込みルールは表示されません。 

一連のファイアウォールルールを変更するには、新しいルールを追加するか、または既存のルールを修正または削除します。

現在のアクティブなルールに加えた変更は保留状態に維持されます。変更が完了したら、新しいルールをアクティブにして

前のセットを置き換えます。UDP 関連のルールの場合、新しいルールは次のシステムの再起動時にのみ有効になります

（ただし、UDP ルールを削除すると、ルールセットをアクティブにした後すぐに無効になります）。 

ルールを設定しアクティブにするには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [保護（Protection）] > [ファイアウォールルール（Firewall rules）] > [設定

（Configuration）]に移動します。 

2. 必要に応じてルールを追加、変更、または削除して変更を加えます。 

ルールの順序を変更するには、上下矢印キー と

を使用して、隣接するルールのプライオリテ

ィを入れ替えます。 

 新規または変更されたルールは[保留中（Pending）]（[状態（State）]カラム内）として表示されます。 

 削除されたルールは、[削除保留中（Pending delete）] として表示されます。 

3. 新しい一連のファイアウォールルールの設定が終了したら、[ファイアウォールルールのアクティブ化（Activate 

firewall rules）] をクリックします。 
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4. 新しいルールをアクティブ化することを確認します。これにより、既存のアクティブなルールセットが設定したば

かりのルールセットに置き換えられます。 

新しいルールをアクティブ化することを確認した後、これらは検証され、エラーがあれば報告されます。 

5. エラーがなければ、新しいルールが一時的にアクティブ化され、「ファイアウォール ルールの確認（Firewall rules 

confirmation）」ページが表示されます。 

ここで、15 秒以内に新しいルールを保存することを確認します。 

 [変更内容を受け入れる（Accept changes）]をクリックして永続的にルールを適用します。 

 15 秒の制限時間をすぎた場合、または [変更のロールバック（Rollback changes）] をクリックすると、以前の

ルールが復帰し、設定ページに戻ります。 

15 秒の時間制限によって実行される自動ロールバック機能により、新しいルールが適用された後でも、変更がア

クティブ化されたクライアントシステムは、以前と同様にシステムにアクセスできます。クライアントシステム

が（Web インターフェイスにアクセスできなくなったために）変更を確認できない場合、ロールバックにより、

再びシステムにアクセスできるようになることが確認されます。 

6. この手順は、UDP ルールを追加する場合にのみ適用されます。つまり、[転送（Transport）] = [UDP] を設定した 1 

つ以上のカスタムルールです。新しい UDP ルールは、次にシステムを再起動するまで有効になりません。この特殊

なケースでは、ファイアウォールルールの有効化だけでは十分ではありません。削除された UDP ルールにはこの要

件はなく、ルールセットを有効にするとすぐに無効になります。 

ファイアウォールルールを設定すると、[すべての変更内容を復元（Revert all changes）]オプションも表示されます。こ

れによって、保留中のすべての変更が破棄され、ルールの作業中のコピーが現在のアクティブなルールと一致するようにリ

セットされます。 

ルール設定 

各ルールの設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

プライオリティ

（Priority） 

ファイアウォールルール

を適用する順序。 最もプライオリティの高いルール（1、次が 2、その次が 3 など）が最初に

適用されます。 

ファイアウォールルールのプライオリティは一意にする必要があります。同

じプライオリティを持つルールが複数あるとルールのアクティブ化が失敗し

ます。 

インターフェイス

（Interface） 

アクセスを制御する  

LAN インターフェイス。 

これは、高度なネットワーキングのオプションキーがインストールされてい

る場合にのみ適用されます。 

IP アドレス（IP 

address）とプレフ

ィックス長（Prefix 

length） 

これら 2 つのフィールド

によって、ルールが適用

される IP アドレスの範

囲が決定されます。 

[アドレス範囲（Address range）]フィールドに、[IP アドレス（IP 

address）]と[プレフィックス長（Prefix length）]の設定の組み合わせに基

づき、ルールが適用される IP アドレスの範囲が表示されます。 

プレフィックス長の範囲は、IPv4 アドレスの場合は 0 ～ 32、IPv6 アドレ

スの場合は 0 ～ 128 です。 

サービス

（Service） 

ルールが適用されるサー

ビスを選択するか、[カス

タム（Custom）]を選択

して、独自の転送タイプ

とポート範囲を指定しま

す。 

サービスの宛先ポートをこの後で Expressway 上に再設定する場合は（80 

～ 8080 など）、以前のポート番号を含むファイアウォールルールは自動的

に更新されません。 

トランスポート

（Transport） ルールが適用されるトラ

ンスポートプロトコル。 

サービスを[カスタム（Custom）]に指定している場合のみ適用されます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

ポート範囲の開始と

終了（Start and 

end port） 

ルールが適用されるポー

ト範囲。 

UDP または TCP の[カスタム（Custom）]サービスを指定している場合のみ

適用されます。 

アクション

（Action） ルールに一致する IP ト

ラフィックに対して実 行

されるアクション。 

[許可（Allow）]：トラフ

ィックを受け入れます。 

[ドロップ（Drop）]：  

送信者に応答せずにト 

ラフィックをドロップ 

します。 

[拒否（Reject）]：

「unreachable」という

応答によりトラフィック

を拒否します。 

トラフィックをドロップすると、潜在的な攻撃者には、どのデバイスが  

パケットをフィルタリングするか、またその理由などの情報が提供され 

ません。 

導入の環境をセキュアにするため、まずすべてのサービスへのアクセスを拒

否するプライオリティの低いルールセット（たとえばプライオリティ 

50000）を設定してから、特定の IP アドレスへのアクセスを選択的に許可

するプライオリティのより高いルール（たとえばプライオリティ 20）を設

定することができます。 

説明

（Description） 

（オプション）ファイア

ウォールルールのフリー

形式の説明。 

ルールの数が多い場合は、オプションの説明により[フィルタ（Filter）] 

を使用して、関連するルールセットを見つけることができます。 

 

現在アクティブなファイアウォール ルール 

[現在アクティブなファイアウォールルール（Current active firewall rules）]ページ（[システム（System）] > [保護

（Protection）] > [ファイアウォール ルール（Firewall rules）] > [現在アクティブなルール（Current active rules）]）

には、システムに現在設定されているユーザ設定のファイアウォールルールが表示されます。このリストに表示されない組

み込みルールセットもあります。 

ルールを変更するには、「ファイアウォールのルール設定（Firewall rules configuration）」ページに移動する必要があ

ります。ここで、新しいルールセットの設定とアクティブ化ができます。 

自動化された侵入からの保護の設定 

自動保護サービスを使用して、悪意のあるトラフィックを検出およびブロックし、辞書ベースでの不正ログイン攻撃から 

Expressway を保護することができます。 

これは、システムログファイルを解析して、SIP、SSH、Web/HTTPS アクセスなど、特定のサービスカテゴリへの繰り返

されるアクセスの失敗を検出することにより機能します。指定した時間ウィンドウ内の失敗の数が設定したしきい値に達す

ると、送信元のホストアドレス（侵入者）と宛先ポートは、指定した期間ブロックされます。この期間を過ぎると、一時的

にブロックされた可能性のある悪意のないのホストを締め出すことがないよう、ホストアドレスは自動的にブロック解除さ

れます。 

1 つまたは複数のカテゴリで例外となるアドレス範囲を設定することができます（下記の、「例外の設定(36 ページ）を参

照してください）。 

自動保護は、ファイアウォールルールと組み合わせて使用する必要があります。特定の脅威を動的に検出して一時的にブロ

ックするのには、自動保護を使用し、一定範囲の既知のホストアドレスを永続的にブロックするのには、ファイアウォール

ルールを使用します。 

保護カテゴリについて 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ネットワークとシステムの設定 

 

35 

Expressway で使用可能な一連の保護カテゴリは、実行中のソフトウェアのバージョンに応じて事前に設定されてい  

ます。各カテゴリを有効化、無効化、および設定することはできますが、新たなカテゴリを追加することはできません。 

また、特定のログファイルメッセージを各カテゴリに関連付けるルールは事前に設定されており、変更できません。[シス

テム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出（Automated detection）] > [設定（Configuration）] に移動して

カテゴリの名前をクリックすることにより、特定のカテゴリへのアクセスの失敗/侵入として処理されたログファイルエン

トリのサンプルを確認することができます。サンプルは、ページ下部の[ステータス（Status）]セクションの上部に表示さ

れます。 

自動保護の有効化 

X8.9 以降、次のカテゴリについて自動侵入防御がデフォルトで有効になっています。 

 http-ce-auth 

 http-ce-intrusion 

 sshpfwd-auth 

 sshpfwd-intrusion 

 xmpp-intrusion 

この変更は新しいシステムに影響します。アップグレードされたシステムは既存の防御設定を維持します。 

Expressway で侵入からの保護を有効にするには、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. [自動保護サービス（Automated protection service）]を[オン（On）]に設定します。 

3. [Save]をクリックします。 

これでサービスは実行されますが、環境に必要な保護カテゴリと例外を設定する必要があります。 

保護カテゴリの設定 

[自動検出の概要（Automated detection overview）]ページ（[システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検

出（Automated detection）] > [設定（Configuration）]）を使用して、Expressway の保護カテゴリを有効にして設定し、

現在のアクティビティを表示します。 

このページには、以下に示す、すべての使用可能なカテゴリの概要が表示されます。 

 [ステータス（Status）]：カテゴリが[オン（On）] または[オフ（Off）]のどちらに設定されているかを示します。[オ

ン（On）]の場合、さらにカテゴリの状態が示されます。通常は[アクティブ（Active）]の状態になっていますが、カ

テゴリが有効化または無効化された直後は一時的に[初期化中（Initializing）] または[シャットダウン中（Shutting 

down）] と表示される場合があります。[失敗（Failed）] と表示されている場合は、アラームを確認してください。 

 [現在ブロック中（Currently blocked）]：このカテゴリで現在ブロックされているアドレスの数。 

 [失敗の合計（Total failures）]：このカテゴリに関連付けられているサービスへの失敗したアクセス試行の合計数。 

 [ブロックの合計（Total blocks）]：ブロックがトリガーされた回数。次の点に注意してください。 

 通常、[ブロックの合計（Total blocks）] の数は[失敗の合計（Total failures）]の数よりも少なくなります

（[トリガーレベル（Trigger level）]が 1 に設定されている場合を除く）。 

 同じアドレスが複数回、カテゴリごとにブロックおよびブロック解除される場合があり、各ブロックが個別にカ

ウントされます。 
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 [除外（Exemptions）]：このカテゴリで例外として設定されているアドレスの数。 

このページから、現在ブロックされているアドレスや特定のカテゴリに適用されている例外も確認できます。 

カテゴリの有効化と無効化 

1 つまたは複数の保護カテゴリを有効または無効にするには、以下のステップに従います。 

1. [システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出（Automated detection）] > [設定

（Configuration）]に移動します。 

2. 有効または無効にするカテゴリの隣にあるチェックボックスを選択します。 

3. 必要に応じて[有効（Enable）]または[無効（Disable）]をクリックします。 

カテゴリのブロッキングルールの設定 

カテゴリの特定のブロッキングルールを設定するには、次のステップに従います。 

1. [システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出（Automated detection）] > [設定

（Configuration）]に移動します。 

2. 設定するカテゴリの名前をクリックします。 

このカテゴリの設定ページが表示されます。 

3. 必要に応じて、カテゴリの以下の項目を設定します。 

 [状態（State）]：このカテゴリへの保護を有効にするか無効にするかを指定します。 

 [説明（Description）]：フリー形式のカテゴリの説明。 

 [トリガー レベル（Trigger level）]および[検出（Detection）] ウィンドウ：これらの設定の組み合わせにより、

カテゴリのブロッキングしきい値を定義します。これらにより、失敗したアクセス試行が何回発生したらブロッ

クをトリガーするか、および、これらの失敗の発生数をカウントする時間ウィンドウを指定します。 

 [ブロック期間（Block duration）]：ブロックが維持される期間。 

4. [保存（Save）]をクリックします。 

例外の設定 

[自動検出の除外（Automated detection exemptions）]ページ（[システム（System）]> [保護（Protection）] > [自動検

出（Automated detection）] > [除外（Exemptions）]）を使用して、1 つまたは複数の保護カテゴリから常に除外する IP 

アドレスを設定できます。 

例外となるアドレスを設定するには、下記のステップに従います。 

1. [システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出（Automated detection）] > [例外（Exemptions）]

に移動します。 

2. 設定する[アドレス（Address）]または[新規（New）]をクリックして新しいアドレスを指定します。 

3. [アドレス（Address）]および[プレフィックス長（Prefix length）]に値を入力して、除外する IP アドレスの範囲

を定義します。 

4. このアドレスを例外とするカテゴリを選択します。 

5. [アドレスを追加（Add address）]をクリックします。 
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現在ブロックされているアドレスを除外する場合、（「ブロックされたアドレス（Blocked addresses）」ページで手動

でブロック解除しない限り）そのアドレスはブロック期限が切れるまでブロックされ続けることに注意してください。 

ブロックされたアドレスの管理 

「ブロックされたアドレス（Blocked addresses）」ページ（[システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出

（Automated detection）] > [ブロックされたアドレス（Blocked addresses）]）を使用して、自動保護サービスにより

現在ブロックされているアドレスを管理できます。 

 これにより、現在ブロックされているすべてのアドレス、それらのアドレスがどのカテゴリからブロックされてい

るかが表示されます。 

 アドレスをブロック解除するか、または、アドレスのブロック解除と同時にそれを例外リストに追加することがで

きます。アドレスを永続的にブロックする場合は、そのアドレスを設定済みのファイアウォールルールに追加する

必要があります。 

「自動検出の概要（Automated detection overview）」ページに記載のリンクによってこのページにアクセスした場合、

選択したカテゴリによってページの内容がフィルタリングされています。また、アドレスがそのカテゴリからブロック解除

されるまでの残り時間も表示されます。 

アクセスの失敗および侵入の調査 

特定のアクセスの失敗または侵入の試行を調査する必要がある場合、各カテゴリに関連付けられた関連トリガーのログメッ

セージをすべて確認することができます。手順は次のとおりです。 

1. [システム（System）] > [保護（Protection）] > [自動検出（Automated detection）] > [設定

（Configuration）]に移動します。 

2. 調査するカテゴリの名前をクリックします。 

3. [このカテゴリについて一致するすべての侵入からの保護のトリガーを表示する（View all matching intrusion 

protection triggers for this category）] をクリックします。 

そのカテゴリのすべての関連イベントが表示されます。その後、トリガー中のイベントのリストを検索すると、 

ユーザ名、アドレス、またはエイリアスなど、関連イベントの詳細を確認できます。 

自動保護サービスおよびクラスタ化システム 

自動保護サービスがクラスタ化システムで有効の場合、以下のように動作します。 

 ピアでごとにそれぞれの接続の失敗数が維持され、それぞれのピアでトリガーしきい値に達したときに初めて、 

侵入者のアドレスはそれぞれのピアによりブロックされます。 

 アドレスは、アクセスの失敗が発生したピア対してのみブロックされます。つまり、アドレスがあるピアでブロッ

クされた場合でも、（やはりブロックされる可能性がある）他のピアへアクセスを試行することができます。 

 ブロックされているアドレスは、現在のピアに対してのみブロック解除できます。アドレスが他のピアによりブロ

ックされている場合は、そのピアにログインしてから解除する必要があります。 

 カテゴリの設定および例外リストは、クラスタ全体に適用されます。 

 「自動検出の概要（Automated detection overview）」ページには、現在のピアの統計情報のみが表示されます。 
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MRA 導入の自動保護 

Expressway-C を Mobile & Remote Access に使用すると、Unified CM と Expressway-E から多くのインバウンドトラフ

ィックを受信します。 

Expressway-C の自動保護を使用するには、自動的に作成されたネイバーゾーンとユニファイドコミュニケーションのセキ

ュアなトラバーサルゾーンを使用するすべてのホストについて免除を追加する必要があります。Expressway は、検出され

た Unified CM または関連ノードの免除を自動では作成しません。 

その他の情報 

 ブロックされているホストアドレスがシステムにアクセスしようとすると、要求はドロップされます（ホストは応

答を受信しません）。 

 複数のカテゴリでホストアドレスを同時にブロックすることは可能ですが、すべてのカテゴリでブロックされると

は限りません。それぞれのブロックが異なるタイミングで期限切れになる可能性があります。 

 （手動で、またはブロック期限が終了して）アドレスがブロック解除された場合は、カテゴリのトリガーレベルで

指定した数の失敗が消化されて初めて、そのカテゴリによる 2 回目のブロックを設定できます。 

 カテゴリは、有効になるたびにリセットされます。システムが再起動した場合、または自動保護サービスがシステ

ムレベルで有効になると、すべてのカテゴリがリセットされます。カテゴリがリセットされると、以下のように動

作します。 

 現在ブロックされているアドレスがあれば、ブロック解除されます。 

 失敗およびブロックの現在の合計はゼロにリセットされます。 

 「自動検出の概要（Automated detection overview）」ページで[すべての侵入からの保護イベントを表示（View 

all intrusion protection events）]をクリックすると、自動保護サービスに関連付けられているすべてのイベント

ログが表示されます。 

ネットワーク サービス 

システム名とアクセス設定値の設定 

「システム管理（System administration）」ページ（[システム（System）] > [管理（Administration）]）は、次の設定

に使用します。 

 Cisco Expressway システムの名前。 

 管理者が使用できるシステムへのアクセス方法。シリアルケーブルでユニットに直接接続された PC を使用して 

Cisco Expressway を管理できますが、IP を使用してリモートからシステムにアクセスしなければならない場合も

あります。それには、HTTPS を介して Web インターフェイスを使用するか、SSH を介してコマンドラインインタ

ーフェイスを使用します。 

 FindMe または Cisco Telepresence Management Suite Provisioning Extension に含まれる他のプロビジョニング

サービスを使用するかどうか。 

次の表に、設定可能なオプションを記載します。 
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表 6    「システム管理（System Administration）」ページでの設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

システム名

（System 

name） 

Expressway を識別するために使用します。

システム名は、Web インターフェイスのさ

まざまな場所、および（ラック内の他のシス

テムと識別できるように）ユニットの前面パ

ネルに表示されます。また、Cisco TMS でも

使用されます。 

容易に、かつ一意的にシステムを識別できる名前を付

けることを推奨します。 

エフェメラルポー

ト範囲

（Ephemeral port 

range） 

Expressway コール処理によって制限されて

いる場合を除き、開始値と終了値によって、

エフェメラルアウトバウンド接続に使用する

ポート範囲が定義されます。 

  

サービス（Services） 

シリアルポート/コ

ンソール（Serial 

port/console） 

VMware コンソール経由でシステムにローカ

ルでアクセスできるかどうか。デフォルトは 

[On]です。 

シリアルポート/コンソールアクセスは、通常は無効に

なっていますが、再起動後の 1 分間は常に有効になり

ます。 

SSH サービス

（SSH service） 

SSH と SCP を使用して Expressway にアク

セスできるかどうか。デフォルトは [On] 

です。 

  

Web インターフ

ェイス（HTTPS 

を使用）（Web 

interface (over 
HTTPS)） 

Web インターフェイス経由で Expressway 

にアクセスできるかどうか。デフォルトは 

[On]です。 

Cisco TMS は Web サーバ経由で Expressway にアク

セスします。HTTPS モードがオフになっている場

合、Cisco TMS は VCS にアクセスできません。 

プロビジョニング

サービス

（Provisioning 

services） 

[システム（System）] > [TMS プロビジョニ

ング拡張サービス（TMS Provisioning 

Extension services）]のページに、

Expressway Web ユーザインターフェイスで

アクセスさせるかどうかを指定します。アク

セス可能な場合、このページから、Cisco 

TelePresence Management Suite 
Provisioning Extension（Cisco TMSPE）と

ユーザ、デバイス、FindMe、電話帳のプロビ

ジョニングサービスに接続できます。デフォ

ルトは [オフ（Off）]です。 

  

セッション制限（Session Limit） 

セッションタイム

アウト（Session 

time out） 

セッションがタイムアウトするまでに管理セ

ッション（シリアルポート、HTTPS、または 

SSH）または FindMe セッションが非アクテ

ィブになる可能性がある分数。デフォルトは 

30 分です。 

  

アカウント単位の

セッションの制限

（Per-account 

session limit） 

個々の管理者アカウントが各 Expressway で

許可される同時セッション数。 これには、Web セッション、SSH セッション、およ

びシリアルセッションが含まれます。セッション制限

は、root アカウントには適用されません。 

値を 0 にすると、セッション制限はオフになります。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

システムセッショ

ンの制限

（System 

session limit） 

各 Expressway で許可される同時管理者セッ

ションの最大数。 これには、Web セッション、SSH セッション、およ

びシリアルセッションが含まれます。セッションの制

限は、root アカウントには適用されません。ただし、

アクティブな root アカウントのセッション数は現在

の管理者セッションの総数に加算されます。 

値を 0 にすると、セッション制限はオフになります。 

システム保護（System protection） 

自動保護サービス

（Automated 

protection 
service） 

自動保護サービスをアクティブにするかどう

かを指定します。デフォルトは [On]です。 

サービスを有効にした後、個別の保護カテゴリに移動

して設定する必要があります。 

自動検出保護

（Automatic 

discovery 
protection） 

Cisco TMS などの管理システムがこの 

Expressway をどのように検出するかを制御

します。 

[オフ（Off）]：自動検出が許可されます。 

[オン（On）]：この Expressway を検出する

ように Cisco TMS を手動で設定する必要が

あります。また、Cisco TMS が管理者アカウ

ントのクレデンシャルを提供する必要があり

ます。 

デフォルトは [オフ（Off）]です。 

変更を有効にするには、システムを再起動する必要が

あります。 

Web サーバの設定（Web server configuration） 

HTTP リクエスト

を HTTPS にリダ

イレクト

（Redirect HTTP 

requests to 
HTTPS） 

HTTP 要求を HTTPS ポートにリダイレクト

するかどうかを指定します。デフォルトは 

[オフ（Off）]です。 

HTTP を使用したアクセスを機能させるには、HTTPS 

も有効にする必要があります。 

プロトコルを前に付加しないでアドレスを入力する

と、ブラウザでは HTTP（ポート 80）と想定します。

この設定が [オン（On）] の場合、Expressway は 

Web ブラウザを Web 管理者ポートにリダイレクトし

ます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

HTTP Strict 
Transport 
Security (HSTS) 

Web ブラウザがこのサーバへのアクセスに

セキュアな接続のみを使用するように指示す

るかどうかを決定します。この機能を有効に

すると、中間者（MITM）攻撃に対する保護

が強化されます。 

[オン（On）]：Web サーバからのすべての

応答は、有効期限が 1 年の Strict Transport 

Security ヘッダーが追加されて送信されま

す。 

[オフ（Off）]：Strict Transport Security ヘ

ッダーは送信されず、ブラウザは通常どおり

に動作します。 

デフォルトは [オン（On）]です。 

HSTS の詳細については、以下を参照してください。 

Web 管理者ポー 

ト（Web 

administrator 
port） 

管理者が Expressway Web インターフェイ

スにアクセスするための https リスニングポ

ートを設定します。 

Meeting Server Web プロキシなどで 

TCP 443 を必要とする機能を有効にする場 

合は、Expressway-E で Web 管理にデフォ

ルト以外のポートを使用することを強くお勧

めします。 

変更を有効にするために Expressway を再起

動します。 

デフォルト以外のポートを使用し、アドレスの前に

https://プロトコルを付加する場合は、ポートを付加す

る必要があります。たとえば、ブラウザにアドレス

https://vcse.example.com:7443 を入力します。

https://vcse.example.com を使用すると、ブラウザ

はポート 443 を想定し、Expressway はアクセスを 

拒否します。 

ネットワーク要素が Web 管理ポートへのトラフィッ

クをブロックすると、Expressway への Web アクセ

スが失われることがあります。この状態が発生した 

場合は、SSH またはコンソールを使用してポートを 

変更できます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

クライアント証明

書ベースのセキュ

リティ（Client 

certificate-
based 
security） 

クライアントシステム（通常は Web ブラウ

ザ）が HTTPS を使用して Expressway と通

信するために必要なセキュリティレベルを制

御します。 

[不要（Not required）]：クライアントシス

テムはどのような形式の証明書も提示する必

要はありません。 

[証明書の検証（Certificate validation）]：ク

ライアントシステムは、信頼できる認証局

（CA）が署名した有効な証明書を提示する必

要があります。[不要（Not required）]から

[証明書の検証（Certificate validation）]に変

更した場合は、再起動が必要です。 

[証明書ベースの認証（Certificate-based 

authentication）]：クライアントシステム

は、信頼できる CA が署名した有効な証明書

を提示する必要があり、その証明書にはクラ

イアントの認証クレデンシャルが含まれてい

る必要があります。 

デフォルト：[不要（Not required）] 

重要： 

[証明書の検証（Certificate validation）]を有効にする

と、ブラウザ（クライアントシステム）は、

Expressway の信頼できる CA 証明書リストの CA が

署名した有効な（日付において有効であり、CRL によ

り失効されていない）クライアント証明書がある場合

にのみ、Expressway の Web インターフェイスを使

用できます。 

この機能を有効にする前に、ブラウザに有効なクライ

アント証明書があることを確認してください。証明書

をブラウザにアップロードする手順はブラウザのタイ

プによって異なり、証明書を有効にするにはブラウザ

の再起動が必要になる場合もあります。 

CA 証明書をアップロードするには「信頼できる CA 

証明書リストの管理（Managing the Trusted CA 

Certificate List）」（283 ページ）ページを、クライ

アント証明書をテストするには「クライアント証明書

のテスト（Testing Client Certificates）」（292 ペー

ジ）ページを使用します。 

[証明書ベースの認証（Certificate-based 

authentication）]を有効にすると、標準のログインメ

カニズムが使用できなくなります。ブラウザ証明書が

有効で、提供されたクレデンシャルに適切な許可レ 

ベルがある場合にのみ、ログインできます。ブラウザ

証明書から Expressway がクレデンシャルを取得す 

る方法は、「証明書ベースの認証設定（Certificate-

based authentication configuration）」ページで設 

定できます。 

この設定は、Expressway のサーバ証明書のクライア

ント検証に影響しません。 
 

証明書失効リスト

（CRL）の確認中

（Certificate 

revocation list 
(CRL) checking） 

HTTPS クライアント証明書を証明書失効リ

スト（CRL）と照合して確認するかどうか 

を指定します。 

[なし（None）]：CRL チェックは実行され 

ません。 

[ピア（Peer）]：クライアントの証明書を発

行した CA に関連付けられた CRL のみを確

認します。 

[すべて（All）]：クライアントの証明書を発

行した CA の信頼できる証明書チェーン内の

すべての CRL を確認します。 

デフォルト：[すべて（All）] 

[クライアント証明書ベースのセキュリティ（Client 

certificate-based security）]が有効になっている場

合にのみ適用されます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

CRL のアクセス不

可のフォールバッ

ク動作（CRL 

inaccessibility 
fallback 
behavior） 

たとえば、失効の送信元に連絡を取れないな

ど、失効ステータスを確立できない場合に、

失効確認の動作を制御します。 

[失効として処理（Treat as revoked）]：証

明書を失効したとして処理します（そのた

め、TLS 接続を許可しません）。 

[失効していないものとして処理（Treat as 

not revoked）]：失効していないものとして

証明書を処理します。 

デフォルト：[Treat as not revoked] 

[クライアント証明書ベースのセキュリティ（Client 

certificate-based security）]が有効になっている場

合にのみ適用されます。 

展開設定（Deployment Configuration） 

設定

（Configuration） 
システムのサイズを決定します。オプショ 

ンは次のいずれかです。 

[大（Large）]：8 個の CPU コア、6 GB の

メモリ、1 Gbps または 10 Gbps の NIC。 

[中（Medium）]：2 個の CPU コア、4 GB 

のメモリ、1 Gbps の NIC。 

1 Gbps の NIC を使用する中規模システムをアップ 

グレードすると、Expressway は自動的にアプライ 

アンスを大規模システムに変換します。その結果、

Expressway-E は大規模システムのデフォルトの逆多

重化ポート（36000 ～ 36011）で多重化 RTP/RTCP 

トラフィックをリッスンします。この場合、これら 

のポートはファイアウォールで開かれないため、

Expressway はコールをドロップします。 

この問題が発生した場合は、次のいずれかの操作を 

行います。 

 システムのデフォルトサイズを [中

（Medium）] に変更し、多重化 RTP/RTCP  

トラフィック用に設定されているポートを使 

用するには、[中（Medium）] を選択します。 

 大規模システムとして使用する場合は、大規模

システムのデフォルトの逆多重化ポートをファ

イアウォールで開きます。 

このオプションは、Expressway-E として導入されてい

る、次の仕様以上を持つ CE1200 および CE1100 にの

み使用できます。 

 Expressway バージョン X8.11.3 以降 

 CPU：8 コア 

 メモリ：6 GB 

 NIC：1 Gbps 
 

デフォルトでは、HTTPS と SSH を使用したアクセスが有効になっています。セキュリティを最適化するには、HTTPS と 

SSH を無効にし、シリアルポートを使用してシステムを管理します。シリアルポートへのアクセスではパスワードのリセ

ットが許可されるため、Expressway は物理的にセキュアな環境にインストールすることを推奨します。 

HTTP Strict Transport Security（HSTS） 

HTTP Strict Transport Security（HSTS）は、Web サーバがセキュアな接続のみを使用して通信するように Web ブラウザ

に強制するメカニズムを提供します。 

2014 年 8 月現在、この機構は次のブラウザでサポートされています。 

 Chrome バージョン 4.0.211.0 以降 

 Firefox バージョン 4 以降 
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HSTS を有効にすると、HSTS をサポートするブラウザは以下のように動作します。 

 Web サイトへのセキュアでないリンクは、自動的にセキュアなリンクに置き替えられます（たとえば、

http://example.com/page/は、サーバにアクセスする前に、https://example.com/page/に変更されます）。 

 接続がセキュアである（たとえば、サーバーの TLS 証明書が有効かつ信頼でき、期限切れでない）場合のみアクセス

を許可します。 

HSTS をサポートしないブラウザは、Strict-Transport-Security ヘッダーを無視し、以前と同じように動作します。サーバ

には以前と同様にアクセスできます。 

対応ブラウザは、完全修飾名で（IP アドレスではなく）サーバにアクセスする場合に、Strict-Transport-Security ヘッ 

ダーのみを尊重します。 

SNMP 設定値の設定 

[SNMP] ページ（[システム（System）] > [SNMP]）を使用して、Expressway の SNMP を設定します。 

Cisco Telepresence Management Suite（Cisco TMS）や HP OpenView などのツールは SNMP ネットワーク管理シス 

テム（NMS）として機能することができます。これらのツールでは、Expressway などのネットワークデバイスの管理上 

の注意が必要な状態をモニタできます。 

Expressway は RFC 1213 で定義されているように、最も基本的な MIB-II ツリー（.1.3.6.1.2.1）をサポートします。 

Expressway によって次のような情報が使用可能になります。 

 システム稼働時間 

 システム名 

 場所 

 連絡先 

 インターフェイス 

 ディスク領域、メモリ、その他の機器固有の統計情報 

デフォルトでは、SNMP は [無効（Disabled）]になっています。したがって、Expressway を SNMP NMS（Cisco TMS な

ど）にモニタさせるには、代替の [SNMP モード（SNMP mode）]を選択する必要があります。設定可能なオプションは次

のとおりです。 

http://tools.ietf.org/html/rfc1213
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

SNMP モード

（SNMP mode） SNMP サポートのレベルを制御します。 

[無効（Disabled）]：SNMP サポートなし。 

[v3 セキュア SNMP（v3 secure SNMP）]：

認証および暗号化をサポート。 

[v3 および TMS サポート（v3 plus TMS 

support）]：セキュア SNMPv3 および、 

OID 1.3.6.1.2.1.1.2.0 にのみ非セキュアア 

クセス。 

[v2c]：非セキュアなコミュニティベースの 

SNMP。 

セキュア SNMPv3 を使用する際に外部マネージャと

して Cisco TMS も使用する場合は、[v3 および TMS 

サポート（v3 plus TMS support）] を選択する必要が

あります。 

説明（Description） SNMP で表示したときのシステムのカスタム

説明。デフォルトは、カスタムの説明なし

（空のフィールド）です。 

このフィールドを空にしておくと、デフォルトの 

SNMP の説明が使用されます。 

コミュニティ名

（Community 

name） 

Expressway の SNMP コミュニティ名。 

デフォルトは public です。 

[v2c]や[v3 および TMS サポート（v3 plus TMS 

support）]を使用している場合にのみ適用されます。 

システム管理者

（System contact） 

Expressway の問題についての問い合わせが

可能な担当者の名前。 

デフォルトは [管理者（Administrator）]です。 

[システム管理者（System contact）] および[ロケー

ション（Location）] は、クエリのフォローアップ時

に管理者により参照用に使用されます。 

場所（Location） Expressway の物理的な場所を指定します。   

ユーザ名

（Username） 

Expressway の SNMP ユーザ名。SNMP マ 

ネージャに対してこの SNMP エージェント 

を識別するために使用します。 

[v3 セキュア SNMP（v3 secure SNMP）] または[v3 

および TMS サポート（v3 plus TMS support）]を使

用している場合にのみ適用されます。 

[v3 認証（v3 Authentication）] の設定（SNMPv3 にのみ適用可能） 

認証モード

（Authentication 

Mode） 

SNMPv3 認証を有効または無効にします。   

タイプ（Type） 認証クレデンシャルをハッシュするために使

用されるアルゴリズム。 

[SHA]：セキュアハッシュアルゴリズム。 

[MD5]：メッセージダイジェストアルゴリ 

ズム 5。 

デフォルトは、[SHA] です。 

  

パスワード

（Password） 

認証クレデンシャルの暗号化に使用するパス

ワード。 

8 文字以上でなければなりません。 

[v3 プライバシー（v3 Privacy）] の設定（SNMPv3 にのみ適用可能） 

プライバシーモード

（Privacy Mode） 

SNMPv3 暗号化を有効または無効にします。   
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

タイプ（Type） 
メッセージの暗号化に使用されるセキュリテ

ィモデル。 

[AES]：Advanced Encryption Standard、

128 ビット暗号化。 

デフォルトかつ推奨される設定は[AES]です。 

 

パスワード

（Password） 

メッセージの暗号化に使用するパスワード。 8 文字以上でなければなりません。 

 

Expressway は SNMP トラップや SNMP セットをサポートしません。したがって、SNMP を使用して Expressway を管理

することはできません。 

注意：SNMP は、関連する情報が潜在的に機密情報であるため、デフォルトでは無効になっています。パブリックインター

ネットまたは内部システム情報を公開したくないその他の環境では、Expressway で SNMP を有効にしないでください。 

時刻設定値の設定 

[時間（Time）] ページ（[システム（System）] > [時間（Time）]）を使用して、Expressway の NTP サーバを設定し、

ローカルタイムゾーンを指定します。 

NTP サーバは、時刻の正確性を確保するために Expressway が同期するリモートサーバです。NTP サーバは Expressway 

に UTC 時刻を提供します。 

正確なシステム動作を実現するには正確な時刻が必要です。 

NTP サーバの設定 

システム時刻を同期するときに使用する 1 台以上の NTP サーバで Expressway を設定するには、システムの DNS の設定

に応じて（[DNS]ページ（[システム（System）] > [DNS]）でこれらの設定を確認できます）、次の形式のいずれかで最大 

5 台のサーバの[アドレス（Address）]を入力します。 

 DNS サーバが設定されていない場合は、NTP サーバに IP アドレスを使用します。 

 1 つまたは複数の DNS サーバが設定されている場合、NTP サーバに FQDN または IP アドレスを使用できます。 

 1 台以上の DNS サーバに加えて DNS ドメイン名が設定されている場合、そのサーバ名、FQDN、または IP アドレ

スを NTP サーバに使用できます。 

デフォルトでは、3 つの[アドレス（Address）]フィールドが、シスコが提供する NTP サーバに設定されます。 

NTP サーバへの接続時に Expressway が使用する認証方式を設定できます。NTP サーバの接続に、次のオプションのいず

れかを使用します。 

認証方式 説明 

無効

（Disabled） 

認証は使用されません。 

対称キー

（Symme-

tric Key） 

対称キー認証。この方式を使用する場合は、[キーID（Key ID）]、[ハッシュ（Hash）] 方式、[パスフレーズ（Pass 

phrase）] を指定する必要があります。ここで入力した値は、NTP サーバの同等な設定値と正確に一致する必要があ

ります。複数の NTP サーバに同じ対称キーの設定を使用できます。ただし、各サーバに異なるパスフレーズを使用し

て設定する場合は、各サーバに一意のキー ID があることを確認する必要があります。 

秘密キー

（Private 

key） 

秘密キー認証。この方式では、NTP サーバに送信されるメッセージの認証に、自動生成された秘密キーを使用 

します。 
 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ネットワークとシステムの設定 

 

47 

NTP のステータス情報の表示 

[ステータス（Status）] エリアには、NTP サーバと Expressway 間の同期ステータスが次のように表示されます。 

 [起動中（Starting）]：NTP サービスは起動中です。 

 [同期済み（Synchronized）]：Expressway は NTP サーバから正確なシステム時刻を正常に取得しています。 

 [非同期（Unsynchronized）]：Expressway が NTP サーバから正確なシステム時刻を取得できません。 

 [ダウン（Down）]：Expressway の NTP クライアントは稼働していません。 

 [拒否（Reject）]：NTP サービスが NTP 応答を受け入れていません。 

ステータステーブルに更新が表示されるまで数分かかることがあります。 

入手可能なその他の情報は次のとおりです。 

フィールド 説明 

NTP サーバ

（NTP 

server） 

要求に応答した実際の NTP サーバ。これは、NTP サーバのアドレスフィールド内の NTP サーバと異な 

る場合があります。 

条件

（Condition） 

各 NTP サーバの相対的なランク付けが表示されます。正確な時刻を提供しているすべてのサーバには [候 

補（Candidate）]というステータスが付与されます。これらのサーバのうち、Expressway が最も正確な 

時刻を提供しているため、使用しているサーバには、[sys.peer] というステータスが表示されます。 

フラッシュ

（Flash） 

サーバのステータスに関する情報を示すコード。[00 ok]は、問題がないことを意味します。コードの詳細 

なリストについては、「フラッシュステータス用語の参照テーブル（546 ページ）」を参照してください。 

認証

（Authenti-

cation） 

現在の認証方式のステータスを示します。[正常（ok）]、[異常（bad）]、[なし（none）]のいずれか。[認

証（Authentication）]方式が[無効（Disabled）]に設定されている場合は[なし（none）]に指定されます。 

イベント

（Event） 

NTP が特定した最後のイベントを表示します（たとえば、[reachable]や [sys.peer] など）。 

到達可能性

（Reacha-

bility） 

Expressway と NTP サーバ間の最新 8 件の接続試行の結果を示します。成功の場合はティック、失敗の 

場合は十字形が表示されます。最新の試行の結果は右端に表示されます。 

NTP の設定が変更されるたびに NTP クライアントは再起動し、[到達可能性（Reachability）]フィールド

はすべてバツに戻ります。ただし、右側のインジケータには、再起動後の最初の接続の試みの結果が示さ 

れます。ただし、再起動プロセス中に NTP サーバがコンタクト可能なままである場合もあります。 

オフセット

（Offset） 

NTP サーバの時刻と Expressway の時刻との差。 

遅延（Delay） NTP サーバと Expressway とのネットワーク遅延。 

ストラタム

（Stratum） 

Expressway とリファレンスクロック間の分離度。1 は、NTP サーバが基準クロックであることを示 

します。 

リファレンス 

ID（Ref ID） 

基準クロックを識別するコード。 

リファレンス 

時刻（Ref 

time） 

NTP サーバが基準クロックと最後に通信した時刻。 

 

このページの残りのフィールドの定義と NTP の詳細については、Network Time Protocol Web サイトを参照してください。 

http://www.ntp.org/
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Expressway の時刻表示とタイム ゾーン 

Web インターフェイス全体で現地時間が使用されます。時刻は画面の下部のシステム情報バーに表示され、イベントログ

の各行の先頭に表示されるタイムスタンプの設定に使用されます。 

UTC タイムスタンプは、イベントログの各イベントの末尾に組み込まれています。 

Expressway は内部的にシステム時刻を UTC で維持します。システム時刻は Expressway のオペレーティングシステムの

時刻に基づいており、NTP サーバを設定する場合は、その NTP を使用して同期されます。NTP サーバが設定されていない

場合は、Expressway は独自のオペレーティングシステム時刻を使用して日時を決定します。 

ローカルの[タイムゾーン（Time zone）]を指定すると、システムが存在するローカル時刻を Expressway が決定します。

選択したタイムゾーンに関連付けられた時間数（または分数）で UTC 時刻を補正します。また、該当する場合は夏時間を

考慮するようにローカルタイムを調整します。 

ログイン ページの設定 

「ログインページの設定（Login page configuration）」ページ（[システム（System）] > [ログイン ページ（Login 

page）]）を使用して、ログインページに表示されるメッセージや画像を指定できます。管理者が CLI または Web イン 

ターフェイスを使用してログインすると、ウェルカムメッセージのタイトルとテキストが表示されます。 

Web インターフェイスを使用すると、ログインページのウェルカムメッセージの上に表示される画像をアップロード 

できます。 

 サポートされている画像形式は、JPG、GIF、および PNG です。 

 200 x 200 ピクセルよりも大きな画像は縮小されます。 

オプションで、ログインしている人が続行を許可される前にウェルカムメッセージを確認する必要があることを指定で 

きます。この場合、システムは受諾ボタンを表示し、ユーザはこれをクリックしないと続行できません。 

Expressway が TMS プロビジョニング拡張サービスを使用して FindMe アカウントのデータを提供する場合は、ユーザは 

Expressway ではなく、Cisco TMS から FindMe アカウントにログインします。 

この機能は、CLI を使用して設定できません。 

外部マネージャ設定値の設定 

「外部マネージャ（External manager）」ページ（[システム（System）] > [外部マネージャ（External manager）]）

を使用して、外部管理システムへの Expressway の接続を設定します。 

外部マネージャは Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）などのリモートシステムであり、たとえば、コ

ール試行、接続および切断など Expressway で発生するイベントをモニタするために、また、Expressway がアラーム情報

を送信できる場所として使用されます。外部マネージャの使用は任意です。 

注：Cisco TMS は「TANDBERG VCS」として Expressway を識別します。 

Expressway は、Cisco TMS への接続が失敗した場合もサービスを失うことなく動作し続けます。これは、Expressway が

クラスタ化されている場合にも適用されます。特定のアクションは必要ありません。接続が再確立されると、Expressway 

と Cisco TMS は互いへの通信を自動的に再開します。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ネットワークとシステムの設定 

 

49 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

アドレス

（Address）

およびパス

（path） 

外部マネージャを使用するには、 

IP アドレスまたはホスト名と、使

用する外部マネージャのパスで 

Expressway を設定する必要があ 

ります。 

Cisco TMS を外部マネージャとして使用する場合は、デフォルトパスの

tms/public/external/management/ 
SystemManagementService.asmx を使用します。 

プロトコル

（Protocol） 

外部マネージャとの通信に[HTTP]

または[HTTPS]のどちらを使用す 

るかを指定します。デフォルトは

HTTPS です。 

  

証明書検証 

モード

（Certificate 

verification 
mode） 

外部マネージャによって提供され

る証明書を確認するかどうかを制

御します。 

確認を有効にした場合は、外部マネージャの証明書の発行者の証明書

を、Expressway の信頼できる CA 証明書を含むファイルに追加する 

必要があります。これは、「信頼できる CA 証明書リストの管理

（Managing the Trusted CA Certificate List）」（283 ページ）ページ

（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] >  

[信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]）から行います。 
 

TMS プロビジョニング拡張サービスの設定 

Cisco TMSPE サービスは Cisco TMS でホストされます。これらのサービスは、Expressway のプロビジョニングサーバが

エンドポイントデバイスからのプロビジョニング要求に対応するために使用するユーザ、デバイス、および電話帳のデータ

を提供します。また、FindMe サービスの FindMe アカウントの設定データも Expressway に提供します。 

X8.11 以降、Cisco TMS でホストされるプロビジョニングサービスを有効にするには、Web ユーザインターフェイスで[シ

ステム（System）] > [管理設定（Administration settings）]ページを使用するか、デバイスプロビジョニング CLI コマ

ンド（xconfiguration Administration DeviceProvisoning）を使用するようになっています。これらのサービスは、特別な

オプションキーやライセンスがなくても有効にできます。次のデバイスのプロビジョニングサービスを使用できます。 

 ユーザ 

 FindMe 

 電話帳 

 デバイス 

新規インストールでは、すべてのサービスがデフォルトで無効になっています。既存のシステムでは、アップグレード後も

現在のサービス設定が維持されたままになります。 

始める前に 

プロビジョニングサービスをまだ有効にしていない場合は、[システム（System）] > [管理（Administration）]に移動して[プ

ロビジョニングサービス（Provisioning services）]を[オン（ON）]に設定します。[システム（System）] > [TMS プロビジ

ョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）] ページを使用して、Expressway が Cisco TMSPE サービ

スに接続する方法と使用するサービスを設定します。（サービス自体を設定するには、TMS を使用することをお勧めします。

Expressway を使用して Cisco TMSPE サービス設定を変更した場合、それらの変更は TMS に適用されません）。 

FindMe は、特殊なケースです。プロビジョニングサービスを有効にすると、次の設定警告アラームが表示されます。

FindMe のみを使用し、他のプロビジョニングサービスは使用しない予定である場合、これらのアラームは無視できます。 

 電話帳を正しく動作させるには、デフォルトサブゾーンとその他の関連サブゾーンで認証ポリシーを有効にする必

要があります。また、エンドポイントが登録されていない場合は、デフォルトゾーンで認証を有効にする必要もあ

ります（For phone book requests to work correctly, authentication policy must be enabled on the Default 

Subzone and any other relevant subzone; authentication must also be enabled on the Default Zone if the 
endpoints are not registered） 

 プロビジョニングを正しく動作させるには、デフォルトゾーンと、プロビジョニング要求を受信する関連ゾーンで

認証ポリシーを有効にする必要があります（For provisioning to work correctly, authentication policy must be 

enabled on the Default Zone and any other relevant zone that receives provisioning requests） 
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設定 

次の表に、プロビジョニングサービスに設定可能なオプションを記載します。 

表 7    プロビジョニングサービスに設定可能なオプション 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

デフォルトの接続設定 

このセクションでは、Cisco TMSPE サービスにアクセスするためのデフォルトの接続設定値を指定します。各サービスで

これらの設定値を使用することも、サービスごとに固有の設定値を使用することもできます（たとえば、サービスごとに異

なる Cisco TMSPE サーバを使用するなど）。 

サーバアドレス

（Server address） 

IP アドレスまたはサービスの完全

修飾ドメイン名（FQDN）。 

  

接続先ポート

（Destination port） 

Cisco TMSPE サービスのリスニン

グポート。 

  

暗号化（Encryption） Cisco TMSPE サービスへの接続に

使用する暗号化。 

Off：暗号化は使用されません。 

TLS：TLS 暗号化を使用します。 

デフォルトは[TLS]です。 

TLS 接続を推奨します。 

証明書の確認 

（Verify 

Certificate） 

Cisco TMSPE サービスによって提

示される証明書を Expressway の

現在の信頼できる CA リスト、お

よび（存在する場合は）失効リス

トと照合して確認するかどうかを

制御します。デフォルトは [はい

（Yes）] です。 

検証が有効にされていない場合： 

 IIS（Cisco TMSPE サーバ上）が署名付きの証明書とと

もにインストールされており、SSL 接続を適用するよ 

うに設定されている必要があります。 

 Cisco TMSPE サーバの証明書の発行者の証明書を、

Expressway の信頼できる CA 証明書を含むファイルに  

追加する必要があります。「信頼できる CA 証明書リス 

トの管理（Managing the Trusted CA Certificate List）」

（283 ページ）ページ（[メンテナンス（Maintenance）] 

> [セキュリティ（Security）] > [信頼できる CA 証明書

（Trusted CA certificate）]）から行ってください。 

証明書のホスト名 

の確認（Check 

certificate 
hostname） 

Cisco TMSPE サービスによって提

供される証明書に記載されている

ホスト名を Expressway で検証す

るかどうかを制御します。デフォ

ルトは [はい（Yes）] です。 

これは、[証明書の確認（Verify certificate）]が[はい（Yes）]

に設定されている場合に適用されます。 

有効な場合、証明書のホスト名（共通名）と指定したサーバア

ドレスが一致する必要があります。サーバアドレスが IP アド 

レスの場合、必要なホスト名は DNS ルックアップによって取 

得されます。 

基本グループ（Base 

Group） 

この Expressway（または 

Expressway クラスタ）を Cisco 

TMSPE サービスで識別するため 

に使用する ID。 

TMS 管理者がこの値を提供します。 

通常、デバイスサービスが使用する基本グループ ID は他のサ 

ービスが使用する ID とは違うため、明示的に指定する必要が 

あります。 

認証ユーザ名

（Authentication 

username）とパス 

ワード（password） 

Cisco TMSPE サービスを使用して 

Expressway がそれ自体を認証す 

るために使用するユーザ名と対応

するパスワード。 

TLS 暗号化が有効になっていない場合、認証パスワードはクリ

アテキストで送信されます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

サービス固有の設定 

Cisco TMSPE サービスのそれぞれ（ユーザ、FindMe、電話帳、およびデバイス）の接続の詳細を指定できます。 

このサービスに接

続（Connect to 

this service） 

Expressway を Cisco TMSPE サービス

に接続するかどうかを制御します。デ 

フォルトは [いいえ（No）]です。 

[はい（Yes）]の場合、接続のステータスがフィールドの 

横に表示されます。表示されるステータスは[チェック中

（Checking）]、[アクティブ（Active）]、または[失敗

（Failed）]です。（完全なステータス情報を表示するには、

[詳細（details）] をクリックします）。 

ポーリング間隔

（Polling 

interval） 

Expressway が Cisco TMSPE サービス

のアップデートを確認する頻度。デフ 

ォルトは次のとおりです。 

[FindMe]：2 分 

[ユーザ（Users）]：2 分 

[電話帳（Phone books）]：1 日 

[デバイス（Device）] サービスのポーリ

ング間隔は 30 秒に設定されています。

これは変更できません。 

ページの下部にある[更新の確認（Check for updates）] 

をクリックすると、すべてのサービスの即時更新を要求で 

きます。 

デフォルトの接続

設定を使用する

（Use the default 

connection 

configuration） 

サービスに Cisco TMSPE サービスのデ

フォルトの接続設定を使用するかどう 

かを制御します。デフォルトは [はい

（Yes）] です。 

[いいえ（No）]を選択すると、追加の接続設定パラメータ一

式が表示されます。別の接続詳細を指定して、サービスのデ

フォルトの接続設定をオーバーライドできます。 

 

Expressway と Cisco TMS 間のデータの即時再同期は、いつでも行うことができます。それには、「TMS プロビジ 

ョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）」ページで[完全同期の実行（Perform full 

synchronization）]をクリックします。これにより、データが削除されて完全に更新されるまでの数秒間、Expressway  

上でサービスが停止します。Cisco TMS 内での最近の更新のみを Expressway に適用する場合は、別の方法として、 

[更新の確認（Check for updates）]をクリックしてください。 
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ファイアウォール トラバーサル 
ここでは、ファイアウォールを通過するための Expressway-C と Expressway-E の設定方法について説明します。 

ファイアウォールトラバーサルについて ................................................................................52 

ファイアウォールトラバーサルの設定の概要 .........................................................................55 

トラバーサルクライアントとサーバの設定 ............................................................................57 

ファイアウォールトラバーサル用ポートの設定 .....................................................................58 

ファイアウォールトラバーサルと認証 ...................................................................................60 

Expressway-E とトラバーサルエンドポイントとの通信の設定 ..............................................61 

ICE と TURN サービスについて .............................................................................................62 

TURN サービスの設定 ...........................................................................................................65 

ファイアウォール トラバーサルについて 
ファイアウォールは、ネットワークに着信する IP トラフィックを制御することを目的としています。ファイアウォールは

一般に、未承諾の着信要求をブロックします。つまり、ネットワーク外から発信されたすべてのコールが阻止されます。た

だし、信頼できる特定の宛先への発信要求を許可したり、それらの宛先からの応答を許可するようにファイアウォールを設

定できます。これが、すべてのファイアウォールのセキュアなトラバーサルを可能にするためにシスコの Expressway テク

ノロジーが用いている原則です。 

Expressway ソリューション 

Expressway ソリューションは次のように構成されています。 

 ファイアウォールトラバーサルサーバとして機能し、パブリックネットワーク上のファイアウォールの外側または 

DMZ 内にある Expressway-E。 

 ファイアウォールトラバーサルクライアントとして機能し、プライベートネットワーク内にある Expressway-C ま

たはその他のトラバーサル対応のエンドポイント。 

2 つのシステムは連携して、2 つの間のすべての接続が発信される環境を構築します。つまり、クライアントからサーバに

確立されます。また、ファイアウォールを正常に通過することができます。 

チェーン接続されたファイアウォールトラバーサル 

企業間の Expressway 展開では、ファイアウォールトラバーサルチェーンを設定できます。Expressway-E は、トラバーサル

サーバとして機能するだけでなく、別の Expressway-E へのトラバーサルクライアントとしても機能します。 

http://www.cisco.com/
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図 4    チェーン接続された 2 つの Expressway-E の例 

 

たとえば、（図に示すように）2 つの Expressway-E をチェーン化した場合、最初の Expressway-E は Expressway-C の

トラバーサルサーバです。その最初の Expressway-E は、2 番目の Expressway-E のトラバーサルクライアントでもあり

ます。2 番目の Expressway-E は最初の Expressway-E のトラバーサルサーバです。 

（注） 

 トラバーサルチェーンは、Mobile & Remote Access の展開ではサポートされていません。 

 この機能は、バージョン X8.10 の Cisco Expressway シリーズで正式に導入されました。ファイアウォールトラバ

ーサルが導入されたため Cisco TelePresence VCS で可能になっています。 

推奨事項と前提条件 

Expressway-E と Expressway-C の両方で同じバージョンのソフトウェアを実行することを推奨します。 

ファイアウォールが区別できないため、Expressway-E と Expressway-C に共有アドレスを使用しないでください。

Expressway-E で IP アドレッシングにスタティック NAT を使用する場合は、Expressway-C 上の NAT が同じトラフィッ

クの IP アドレスの解決を行わないことを確認します。Expressway-E と Expressway-C 間の共有 NAT アドレスはサポー

トされません。 

動作の仕組み 

トラバーサルクライアントは、トラバーサルサーバ上の指定ポートへの接続をファイアウォールを介して常に維持します。

この接続は、クライアントがパケットを定期的にサーバへ送信することでアライブ状態が保持されます。トラバーサルサー

バがトラバーサルクライアント宛の着信コールを受信すると、この既存の接続を使用して着信コール要求をクライアント 

に送信します。次に、クライアントはコールメディアまたは署名、あるいはその両方に必要なアウトバウンド接続を開始し

ます。 

この処理により、ファイアウォールの観点からはすべての接続がファイアウォール内部のトラバーサルクライアントからト

ラバーサルサーバに開始されることが保証されます。 

ファイアウォールトラバーサルを正しく機能させるには、各クライアントシステム用に Expressway-E 上で、

Expressway-E に接続するクライアントシステムごとに 1 つのトラバーサルサーバを設定する必要があります（これには、

Expressway-E に直接登録するトラバーサル対応のエンドポイントは含まれません。これらの接続の設定値は別の方法で設

定します）。同様に、各 Expressway クライアントには 1 つのトラバーサルクライアントゾーンが必要です。これは、接

続先のサーバごとに設定する必要があります。 

クライアントとサーバゾーンの各ペアに設定するポートとプロトコルは同じである必要があります。各システムに必要な設

定の概要については、「トラバーサルクライアントとサーバの設定（57 ページ）」を参照してください。Expressway-E 

は特定のポート上のクライアントからの接続をリッスンするため、Expressway-C でトラバーサルクライアントゾーンを作

成する前に、Expressway-E でトラバーサルサーバゾーンを作成することを推奨します。 

トラバーサルクライアントとトラバーサルサーバは両方とも Expressway システムである必要があります（どちらも Cisco 

VCS は使用できません）。 
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エンドポイント トラバーサル テクノロジーの要件 

ファイアウォールトラバーサルをサポートするための「末端部」（家庭やホテルなど）エンドポイントの要件の概要を以下

に示します。 

 H.323 の場合、エンドポイントで Assent、または H460.18 および H460.19 をサポートする必要があります。 

 SIP の場合、エンドポイントは標準的な SIP のみをサポートする必要があります。 

 登録メッセージで Expressway に対して「遠端」のファイアウォールポートを開いたままにし、そのエンドポイ

ントにメッセージを送信します。Expressway はファイアウォールの背後にあるエンドポイントからのメディア

を待機してから、その同じポート上のエンドポイントにメディアを返します。つまり、エンドポイントは同じポ

ートでのメディア転送や受信をサポートする必要がありません。 

 また、Expressway は SIP アウトバウンドもサポートしています。これは、登録メッセージ全体を使用するオー

バーヘッドなしにファイアウォールを開いたままにする代替方法です。 

 SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントは Expressway-E に登録できます。または、SIP ポートや H.323 ポー

トを介して Expressway-E と通信できるようにローカル「DMZ」ファイアウォールで該当するポートを開いている

場合、それらのエンドポイントは Expressway-E のみにコールを送信できます。 

また、エンドポイントは ICE を使用して、エンドポイント間のメディア通信に最適な（エンドポイントにとって最適な）パ

スを検出することもできます。メディアはエンドポイントからエンドポイントへと直接送信したり、エンドポイントから宛

先のファイアウォールの外部 IP アドレスを経由して宛先のエンドポイントに送信したり、エンドポイントから TURN サー

バを経由して宛先のエンドポイントに送信したりできます。 

 Expressway がメディアを通過する必要がない場合（IPv4/IPv6 変換や SIP/H.323 変換の必要がないなど）、

Expressway はコールの ICE をサポートします。通常これは、ICE をサポートできる 2 つのエンドポイントが 

Expressway-E クラスタと直接通信することを意味します。 

 Expressway-E は独自の組み込み TURN サーバを使用して ICE 対応のエンドポイントをサポートします。 

H.323 ファイアウォール トラバーサル プロトコル 

Expressway は、H.323 用の 2 つの異なるファイアウォールトラバーサルプロトコルである Assent と H.460.18/ 

H.460.19 をサポートします。 

 Assent はシスコ独自のプロトコルです。 

 H.460.18 と H.460.19 は ITU 標準規格で、署名およびメディアのファイアウォールトラバーサルにそれぞれプロト

コルを定義します。これらの標準規格は、元の Assent プロトコルに基づいています。 

トラバーサルサーバとトラバーサルクライアントが通信するには、同じプロトコルを使用する必要があります。2 つのプロ

トコルはそれぞれが別の範囲のポートを使用します。 

SIP ファイアウォール トラバーサル プロトコル 

Expressway は、メディアの SIP ファイアウォールトラバーサル用の Assent プロトコルをサポートします。 

クライアントからサーバへと確立された TCP/TLS 接続を通じてシグナリングが通過します。 

メディアの逆多重化 

Expressway-E は、次のようなシナリオでメディアの逆多重化を使用します。 

 Assent を使用するように設定されたトラバーサルゾーンを通じて Expressway-C が送受信する  

H.323 または SIP のコールレッグ 

 逆多重化モードで H460.19 を使用するように設定されたトラバーサルサーバゾーンを通じて Expressway-C が送

受信する H.323 のコールレッグ 
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 Expressway-E と Assent または H.460.19 対応のエンドポイント間の H.323 のコールレッグ 

Expressway-E は SIP エンドポイント（Assent または H.460.19 をサポートしないエンドポイント）が直接送受信するコ

ールレッグに対して、または、トラバーサルサーバゾーンが逆多重化モードで H.460.19 を使用するように設定されていな

い場合は、非逆多重化メディアを使用します。 

Expressway-E のメディア逆多重化ポートは、一般的な範囲のトラバーサルメディアポートから割り当てられます。これは、

H.323 か SIP かに関係なく、すべての RTP/RTCP メディアに適用されます。 

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）] 

> [ローカル ゾーン（Local Zones）] > [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）]が[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）。 

注：[設定済みの逆多重化ポートを使用（Use configured demultiplexing ports）] 設定を変更するには、システムを再起

動して変更を有効にする必要があります。 

たとえば、Expressway-C と Expressway-E のペアを通じての企業内から自宅のエンドポイントへの SIP コールでは、発

生する逆多重化のみが Expressway-C に対向する Expressway-E ポートで実行されます。 

企業のエン 

ドポイント 

 Expressway-C  Expressway-E  自宅のエン

ドポイント 

    非逆多重化 非逆多重化   逆多重化 非逆多重化     

RTP ポート   36002 36004   36000 36002     

RTCP ポート   36003 36005   36001 36003     

 

ただし、同じ Expressway-C/Expressway-E を通じた企業内から自宅の Assent 対応の H.323 エンドポイントへの H.323 

コールは、Expressway-E の両側で逆多重化を実行します。 

企業のエンドポ

イント 

 Expressway-C  Expressway-E  自宅のエン

ドポイント 

    非逆多重化 非逆多重化   逆多重化 逆多重化     

RTP ポート   36002 36004   36000 36000     

RTCP ポート   36003 36005   36001 36001     

 

Expressway-E で高度なネットワーキングを使用している場合も上記と同じポート番号を使用しますが、それらのポート番

号は内部 IP アドレスと外部 IP アドレスに割り当てられます。 

ファイアウォール トラバーサルの設定の概要 
ここでは、Expressway がトラバーサルサーバまたはトラバーサルクライアントとしてどのように機能するかの概要を示し

ます。 
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ファイアウォール トラバーサル クライアントとしての Expressway 

Expressway は、VCS に登録された SIP エンドポイントと H.323 のエンドポイント、およびそれに隣接するシステムの代

わりに、ファイアウォールトラバーサルクライアントとして機能します。ファイアウォールトラバーサルクライアントとし

て機能するには、ファイアウォールトラバーサルサーバとして機能するシステムに関する情報を使用して Expressway を設

定する必要があります。 

それには、Expressway クライアントのトラバーサルクライアントゾーン（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] 

> [ゾーン（Zones）]）を追加し、トラバーサルサーバの詳細を使用してそのゾーンを設定します。詳細については、「トラバ

ーサルクライアントゾーンの設定（Configuring Traversal Client Zones）」（131 ページ）を参照してください。複数のトラ

バーサルサーバに接続する場合は、複数のトラバーサルクライアントゾーンを作成できます。 

次の点に注意してください。 

 ほとんどの場合は、ファイアウォールトラバーサルクライアントとして Expressway-C を使用します。 

ただし、Expressway-E もファイアウォールトラバーサルクライアントとして機能することができます。 

 Expressway クライアントが使用するファイアウォールトラバーサルサーバは Expressway-E でなければなりませ

ん。 

ファイアウォール トラバーサル サーバとしての Expressway 

Expressway-E には、Expressway-C のすべての機能（ファイアウォールトラバーサルクライアントとしての機能を含む）

が備わっています。ただし、その主要機能は、他のシスコのシステム用のファイアウォールトラバーサルサーバおよびそれ

に直接登録されたトラバーサル対応のエンドポイントとして機能できることです。また、TURN リレーサービスも ICE 対応

のエンドポイントに提供します。 

トラバーサル サーバ ゾーンの設定 

シスコのシステムのファイアウォールトラバーサルサーバとして機能する Expressway-E の場合は、Expressway-E でトラ

バーサルゾーンを作成し（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] >[ゾーン（Zones）]）、トラバーサルクライアン

トの詳細を使用してそのゾーンを設定します。詳細については、「トラバーサルサーバゾーンの設定（Configuring 

Traversal Server Zones）」（135 ページ）を参照してください。 

トラバーサルクライアントであるすべてのシステムに個別のトラバーサルサーバゾーンを作成する必要があります。 

その他のトラバーサル サーバ機能の設定 

 Expressway-E をトラバーサル対応のエンドポイント（Cisco MXP エンドポイントや、ITU H.460.18 および 

H.460.19 標準規格をサポートするその他のエンドポイントなど）のファイアウォールトラバーサルサーバとして機

能させる場合、追加の設定は必要ありません。詳細については、「Expressway-E とトラバーサルエンドポイント

との通信の設定」（61）を参照してください。 

 TURN リレーサービスを有効にし、ICE に関する詳細な情報を取得するには、「ICE および TURN サービスについ

て（62）」を参照してください。 

 Expressway-E が使用するデフォルトのポートを設定するには、「ファイアウォールトラバーサル用ポートの設定

（58）」を参照してください。 

ファイアウォール トラバーサルと高度なネットワーキング 

高度なネットワーキングのオプションキーにより、Expressway-E の LAN 2 インターフェイスが有効になります（このオ

プションは Expressway-C では使用できません）。LAN 2 インターフェイスは、2 つの個別のネットワーク（内部 DMZ 
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と外部 DMZ）から構成される DMZ 内に Expressway-E があり、この 2 つのネットワーク間の直接通信を阻止するように

ネットワークが構成されている場合に使用されます。 

LAN 2 インターフェイスを有効にすると、2 つの個別の IP アドレス（DMZ 内のそれぞれのネットワークに 1 つずつ）を

使用して Expressway を設定できます。そうすることで、Expressway は 2 つのネットワーク間でプロキシサーバとして機

能し、DMZ を構成する内部と外部のファイアウォール間でコールを渡すことができます。 

高度なネットワーキングが有効になっていると、Expressway 上で設定された、ファイアウォールトラバーサルに関係する

ポートなどの全ポートが両方の IP アドレスに適用されます。IP アドレスごとにポートを個別に設定することはできません。 

トラバーサル クライアントとサーバの設定 

トラバーサルクライアントとサーバを設定する基本的な手順は、次のとおりです。 

ステップ 説明 

 Expressway-E でトラバーサルサーバゾーンを作成します（これは、Expressway-C からの着信接 

続を表します）。[ユーザ名（Username）]フィールドに、Expressway-C の認証ユーザ名を入力し 

ます。 

 Expressway-E で、Expressway-C の認証ユーザ名とパスワードをクレデンシャルとしてローカル認 

証データベースに追加します。 

 Expressway-C でトラバーサルクライアントゾーンを作成します（これは、Expressway-E への接続 

を表します）。 

 Expressway-E で指定したものと同じ認証用のユーザ名とパスワードを入力します。 

 H.323 と SIP プロトコルのセクションのすべてのモードとポートを Expressway-E のトラバーサル 

サーバゾーンとまったく同じように設定します。 

 Expressway-E の IP アドレスまたは FQDN を[ピア 1 アドレス（Peer 1 address）]フィールドに入 

力します。 
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ファイアウォール トラバーサル用のポートの設定 

注：具体的なポート情報は別のドキュメントに記載されています。Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの、ご使

用のバージョンに対応する『Cisco Expressway IP ポート使用設定ガイド』を参照してください。 

ポートはファイアウォールトラバーサル設定で重要な役割を果たします。接続が許可されるようにするには、正しいポート

を Expressway-E、トラバーサルクライアントおよびファイアウォール上に設定する必要があります。 

ポートは最初に Expressway-E 管理者が Expressway-E に設定します。次に、ファイアウォール管理者とトラバーサルク

ライアント管理者にそれらのポートが通知されます。管理者はサーバ上の特定のポートに接続するようにシステムを設定す

る必要があります。トラバーサルクライアント上で必要な唯一のポート設定は、発信接続に使用するポートの範囲です。フ

ァイアウォール管理者は、必要な場合にこれらのポートからの発信接続を許可するようにファイアウォールを設定できるよ

う、この情報を認識しておく必要があります。 

「ポートの使用方法（Port usage）」ページ（318 ページ）（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [ポ

ートの使用方法（Port usage）]）に Expressway でインバウンドとアウトバウンドの両方で使用されるすべての IP ポー

トを示します。ファイアウォールを適切に設定できるようにファイアウォール管理者に提供することができます。 

高度なネットワーキングが有効になっていると、Expressway 上で設定された、ファイアウォールトラバーサルに関係するポ

ートなどの全ポートが両方の IP アドレスに適用されます。IP アドレスごとにポートを個別に設定することはできません。 

Expressway ソリューションは次のように機能します。 

1. 各トラバーサルクライアントは Expressway-E の一意のポートへファイアウォールを介して接続します。 

2. サーバは、接続を受けるポートと、クライアントが提供する認証クレデンシャルで各クライアントを識別します。 

3. 接続が確立されるとクライアントはプローブを Expressway-E に定期的に送信し、接続を有効に維持します。 

4. Expressway-E がクライアント宛の着信コールを受信すると、この最初の接続を使用して着信コール要求をクライ

アントに送信します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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5. 次にクライアントが、1 つ以上のアウトバウンド接続を開始します。これらの接続に使用される宛先ポートは、シ

グナリングやメディアごとに異なり、使用されているプロトコルによっても違います（詳細については以降の項を

参照してください）。 

ファイアウォールの設定 

Expressway のファイアウォールトラバーサルを正しく機能させるには、ファイアウォールを次のように設定する必要があ

ります。 

 クライアントから Expressway-E が使用するポートへの最初の発信トラフィックを許可する 

 Expressway-E 上のこれらのポートから発信元のクライアントへのリターントラフィックを許可する 

注：ファイアウォール上の H.323 および SIP プロトコルのサポートをすべてオフにすることをお勧めします。Expressway 

ソリューションでは不要なため、操作に支障をきたす可能性があります。 

トラバーサル サーバ ポートの設定 

Expressway-E にはファイアウォールトラバーサルに使用する特定のリスニングポートがあります。これらのポートへの接

続を許可するように、ファイアウォールにルールを設定する必要があります。ほとんどの場合はデフォルトのポートを使用

します。ただし、必要に応じて「ポート（Ports）」ページ（[設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > 

[ポート（Ports）]）に移動して、これらのポートを変更することができます。 

シグナリング用に設定可能なポートは次のとおりです。 

 H.323 Assent コールシグナリングポート 

 H.323 H.460.18 コールシグナリングポート 

  

RTP と RTCP のメディア逆多重化ポート 

ポート設定のオプションは、アプライアンスまたは VM のタイプによって異なります。 

 小規模/中規模システム：1 ペアの RTP と RTCP メディア逆多重化ポートを使用します。これらは、明示的に指定

するか、トラバーサルメディアポートの一般的な範囲の最初から割り当てることができます。 

 大規模システム：6 つのペアの RTP と RTCP メディア逆多重化ポートを使用します。これらは常に、トラバーサル

メディアポート範囲の最初から割り当てられます。 

トラバーサル クライアントからの接続用のポートの設定 

トラバーサルクライアントからの最初の接続に使用する H.323 ポートと SIP ポートを各トラバーサルサーバゾーンで指定

します。トラバーサルサーバゾーンを Expressway-E に新たに設定するたびに、これらの接続にデフォルトのポート番号

が割り当てられます。 

 H.323 ポートは UDP/6001 から始まり、新たなトラバーサルサーバゾーンごとに 1 ずつ増えていきます。 

 SHIP ポートは TCP/7001 から始まり、新たなトラバーサルサーバゾーンごとに 1 ずつ増えていきます。 

これらのデフォルトのポートは必要に応じて変更できますが、各トラバーサルサーバゾーンで一意のポートであることを確

認する必要があります。H.323 ポートと SIP ポートを Expressway-E に設定した後、対応するトラバーサルクライアント

に一致するポートを設定する必要があります。次の点に注意してください。 
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 MXP エンドポイントからの最初の接続に使用するデフォルトのポートは、標準 RAS メッセージに使用されるポー

トと同じ（UDP/1719）です。Expressway-E でこのポートを変更できますが、ほとんどのエンドポイントが 

UDP/1719 以外のポートへの接続をサポートしません。したがって、これはデフォルトのままにしておくことを推

奨します。 

 Expressway-E のトラバーサルサーバゾーンのそれぞれに設定された一意の SIP ポートと H.323 ポートそれぞれへ

のファイアウォールを通じたアウトバウンド接続を許可する必要があります。 

コールシグナリングポートは [設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > [ポート（Ports）]で設定します。

トラバーサルメディアポートの範囲は [設定（Configuration）] > [ローカルゾーン（Local Zone）] > [サブゾーン

（Subzone）] で設定します。 

Expressway-E に直接登録されているエンドポイントがない場合、Expressway-E がクラスタに含まれていなければ、

UDP/1719 は必要ありません。したがって、Expressway-C と Expressway-E 間のファイアウォールを介してこのポート

へのアウトバウンド接続を許可する必要はありません。 

TURN ポートの設定 

Expressway-E を ICE 対応の SIP エンドポイントで使用できる TURN サービス（Traversal Using Relays around NAT）を

提供することができます。 

これらのサービスで使用するポートは [設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > [TURN]で設定できます。 

各 SIP エンドポイントの ICE クライアントは、DNS 内の SRV レコードを使用するか、直接設定のいずれかによって、こ

れらのポートを検出できる必要があります。 

パブリック インターネットへ接続するポートの設定 

Expressway-E がパブリックインターネット上のエンドポイントに接続を試行する場合は、その接続が行われるエンドポイ

ントのポートを正確に知ることはできません。使用するポートはエンドポイントによって決定され、パブリックインターネ

ット上のエンドポイント上のサーバが見つかって初めて、Expressway-E に通知されるためです。これによって、

Expressway-E が DMZ 内にある場合（Expressway-E とパブリックインターネット間にファイアウォールがある場合）は、

そのエンドポイントのポートへの接続が許可されるルールを前もって指定することができないために問題が発生する場合が

あります。 

ただし、ファイアウォール管理者がこれらのポートを介した接続を許可できるように、パブリックインターネット上のエン

ドポイントに送受信するコールに使用する Expressway-E 上のポートは指定できます。 

Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの、ご使用のバージョンに対応する『Cisco Expressway IP ポート使用設定

ガイド』を参照してください。 

ファイアウォール トラバーサルと認証 

Expressway-E では、認証されたクライアントシステムのみがトラバーサルサーバとして使用できます。 

最初の接続要求をトラバーサルクライアントから受け取ると、Expressway-E は、認証クレデンシャルを提供してそれ自体を

認証するようクライアントに要求します。次に Expressway-E はクライアントのクレデンシャルを独自の認証データベースで

検索します。一致が見つかると、Expressway-E はクライアントからの要求を受け入れます。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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認証に使用する設定は、トラバーサルクライアントのタイプによって次のように異なります。 

トラバーサルクライアント Expressway-E トラバーサルサーバ 

Expressway-C（または Expressway-E） 

Expressway クライアントは自身のユーザ名とパス 

ワードを提供します。これらは、[接続認証情報

（Connection credentials）] セクションの[設定

（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）] > [ゾーンの編集（Edit zone）] を使用してト

ラバーサルクライアントゾーンで設定します。 

Expressway クライアントのトラバーサルサーバゾーンは、クラ

イアントの認証ユーザ名を使用して設定する必要があります。

これは、[接続クレデンシャル（Connection credentials）]セ

クションの[設定（Configuration）] >  

[ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーンの編集（Edit 

zone）]を使用して Expressway-E で設定します。 

また、Expressway-E の認証データベースに対応するクライア

ントユーザ名とパスワードでのエントリが必要です。 

エンドポイント 

エンドポイントクライアントはその認証 ID と認証パスワ

ードを提供します。 

Expressway-E の認証データベースに対応するクライアントユ

ーザ名とパスワードでのエントリが必要です。 

 

Expressway-E がエンドポイントのデバイス認証を使用していないとしても、すべての Expressway トラバーサルクライア

ントを Expressway-E で認証する必要があることに注意してください。 

認証および NTP 

H.323 をサポートするすべての Expressway のトラバーサルクライアントは Expressway-E で認証する必要があり 

ます。認証プロセスは、タイムスタンプを使用し、各システムが正確なシステム時刻を使用している必要があります。

Expressway のシステム時刻はリモート NTP サーバによって提供されます。したがって、ファイアウォールトラバーサルが機

能するには、関係するすべてのシステムを NTP サーバの詳細情報を使用して設定する必要があります。 

Expressway-E とトラバーサル エンドポイントとの通信の設定 

トラバーサル対応の H.323 エンドポイントは Expressway-E に直接登録し、それをファイアウォールトラバーサルとして

使用することができます。 

「ローカルで登録済みのエンドポイント（Locally registered endpoints）」ページ（[設定（Configuration）] > [トラバ

ーサル（Traversal）] > [ローカルで登録済みのエンドポイント（Locally registered endpoints）]）を使用して、

Expressway-E とトラバーサル対応のエンドポイント間の通信方法を設定できます。 

次のオプションを使用できます。 

フィールド 説明 

H.323 Assent  

モード（H.323 

Assent mode） 

ファイアウォールトラバーサルに Assent モードを使用する H.323 コールを許可するかどう 

かを決定します。 

H.460.18 モー 

ド（H.460.18 

mode） 

ファイアウォールトラバーサルに H.460.18/19 モードを使用する H.323 コールを許可する 

かどうかを決定します。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ファイアウォール トラバーサル 

 

62 

フィールド 説明 

H.460.19 逆多 

重化モード

（H.460.19 

demux mode） 

Expressway-E がローカルで登録済みのエンドポイントからのコールに対して逆多重化モードで動作す

るかどうかを決定します。 

[オン（On）]：すべてのコールにメディア逆多重化ポートを使用します。 

[オフ（Off）]：各コールが個別のポートペアをメディアに使用します。 

H.323 優先

（H.323 

preference） 

エンドポイントが Assent と H.460.18 の両方をサポートしている場合に Expressway-E が 

使用するプロトコルを指定します。 

UDP プローブ 

の再試行間隔

（UDP probe 

retry Interval） 

ローカルで登録済みのエンドポイントが UDP プローブを Expressway-E に送信する頻度 

（秒単位）です。 

UDP プローブ 

の再試行回数

（UDP probe 

retry count） 

ローカルで登録済みのエンドポイントが Expressway-E への UDP プローブ送信を試行する 

回数です。 

UDP プローブのキ

ープアライブ 

間隔（UDP probe 

keep alive 

interval） 

コールが確立した後に、ファイアウォールの NAT バインドを有効にしておくために、ローカ 

ルで登録済みのエンドポイントが UDP プローブを Expressway-E に送信する間隔（秒単位） 

です。 

TCP プローブ 

の再試行間隔

（UDP probe 

retry Interval） 

ローカルで登録済みのエンドポイントが TCP プローブを Expressway-E に送信する頻度 

（秒単位）です。 

TCP プローブの再

試行回数（UDP 

probe retry 

count） 

ローカルで登録済みのエンドポイントが Expressway-E への TCP プローブ送信を試行する 

回数です。 

TCP プローブ 

のキープアライ 

ブ間隔（UDP 

probe keep alive 

interval） 

コールが確立した後に、ファイアウォールの NAT バインドを有効にしておくために、ロー 

カルで登録済みのエンドポイントが TCP プローブを Expressway-E に送信する間隔（秒単位）です。 

 

ICE および TURN サービスについて 

ICE について 

ICE（Interactive Connectivity Establishment）は SIP クライアントの NAT トラバーサル用のメカニズムを提供します。

ICE はプロトコルではなく、TURN（Traversal Using Relays around NAT）や STUN（Session Traversal Utilities for NAT）

など、数多くの異なるテクノロジをまとめるフレームワークです。 
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これにより、NAT デバイスの背後に存在するエンドポイント（クライアント）がメディアを通過できるパスを検出し、そ

れらのパスのそれぞれを経由してピアツーピア接続を確認してから最適なメディア接続パスを選択することができます。通

常、使用できるパスは、NAT デバイスに設定されたインバウンド接続とアウトバウンド接続の制約事項によって異なりま

す。このような動作については、RFC 4787 を参照してください。 

ICE の使用例として、インターネットを経由した 2 人の在宅ワーカーの通信があります。2 つのエンドポイントが ICE を経

由して通信できる場合、Expressway-E は（NAT デバイスがどのように設定されているかに応じて）シグナリングのみを

取得する必要があり、メディアは取得しない（そのため、これは非トラバーサルコールとなる）場合があります。送信元の 

ICE クライアントが非 ICE クライアントをコールしようとすると、Expressway もメディアを取得するために RMS ライセ

ンスを必要とするメディアのラッチングによる NAT トラバーサルが必要な従来の SIP コールにコールの設定プロセスが戻

ります。 

ICE の詳細については、RFC 5245 を参照してください。 

MRA 展開での ICE パス スルー 

X12.5 以降、Interactive Connectivity Establishment（ICE）パススルーがサポートされるようになっています。ICE パスス

ルーにより、MRA 対応のエンドポイントが WAN および Cisco Expressway シリーズをバイパスして、エンドポイント間

で直接メディアを渡すことができます。 

ICE パススルーの設定の詳細と必要なバージョンについては、Expressway 設定ガイドのページに用意されている『Mobile 

and Remote Access Through Cisco Expressway guide』を参照してください。 

TURN について 

TURN サービスは、SIP クライアントが NAT デバイスの背後から UDP または TCP を介して通信できるようにする STUN 

ネットワークプロトコルのリレー拡張機能です。 

TURN の詳細については RFC 5766 を、基本の STUN プロトコルについては RFC 5389 を参照してください。 

各 ICE クライアントはコールのメディアコンポーネントにリレーを割り当てるよう TURN サーバに要求します。各クライ

アント間のメディアストリームの各コンポーネントに 1 つのリレーが必要です。 

リレーが割り当てられると、各 ICE クライアントには、メディアの送受信が可能になる次の 3 つの潜在的な接続パス（ア

ドレス）が備わります。 

 NAT デバイスの背後にある（そのため、NAT の他方にあるエンドポイントからは到達できない）ホストアドレス 

 NAT デバイス上の公開形式でアクセス可能なアドレス 

 TURN サーバ上のリレーアドレス 

  

http://tools.ietf.org/html/rfc4787
http://tools.ietf.org/html/rfc5245
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://tools.ietf.org/html/rfc5766
http://tools.ietf.org/html/rfc5389
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図 5    ICE メディア接続パス 

 

次に、エンドポイントは ICE を通じて接続確認を実行して通信を行うかどうかを決定します。NAT デバイスがどのように

設定されているかによっては、エンドポイントが NAT デバイス上の公開されているアドレス間で通信できることがありま

すが、そうでない場合は TURN サーバを介してメディアをリレーする必要があります。両方のエンドポイントが同じ NAT 

デバイスの背後にある場合は、内部ホストアドレスを使用して、その 2 つのエンドポイント間にメディアを直接送信できま

す。 

メディアルートを選択した後は、選択した接続パスに TURN サーバを経由するルートが含まれていなければ、TURN リレ

ーの割り当ては解放されます。エンドポイントが選択した最終的なメディア通信パスに関係なく、シグナリングは常に 

Expressway 経由になります。 

機能と制限事項 

 小規模または中規模システムでは、最大 1800 のリレー割り当てがサポートされます。通常、最大同時コール数の

制限をサポートするにはこの数で十分ですが、ネットワークトポロジと、コールに使用するメディアストリームコ

ンポーネントの数によってはそうでない場合もあります。たとえば、コールの中にはデュオビデオを使用するもの

もあれば、音声のみを使用するものもあります。 

 大規模システムでは、最大 6000 のリレーがサポートされます。ポート多重化が有効になっている場合は、1 つの

外部ポートでリレー容量のすべてを使用できます。ポート範囲が設定されている場合は、6 つの外部ポートにリレ

ー容量が分配されます。ポート間で分配される場合、各ポートで処理できるリレー数は 1000 に制限されます。 

この制限は厳密に適用されるわけではありません。したがって、範囲内のポートアドレスごとに、6 つの A/AAAA 

エントリに同じアドレスを指定した DNS SRV レコードを作成することをお勧めします。このレコードを作成した

上で、クライアントに Expressway-E TURN サーバの SRV レコードを設定します。TURN 多重化が有効にされてい

る場合は、TURN 要求をリッスンする外部ポートにだけ SRV レコードを作成することをお勧めします。 

 大規模システムでは、ポートの範囲（デフォルトでは 3478 ～ 3483）で TURN 要求をリッスンする TURN サーバ

を設定できます。X8.11 以降、TURN 多重化が有効にされていると、Expressway-E はポート範囲の最初のポート

（通常は UDP 3478）ですべての TURN 要求を受け入れます。Expressway は内部でこれらの要求をポート範囲に

逆多重化します。TURN クライアントは設定済みの単一のポートで要求を送信する必要がありますが、大規模 

Expressway-E TURN サーバの完全な容量を利用できます。 
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 X8.11 以降、Expressway-E は TCP ポート 443 で TURN 要求と Cisco Meeting Server 要求の両方をリッスンで

きます。Expressway-E は、ポート 443 経由で接続要求を受信すると、要求のタイプに応じて TURN サーバまたは 

Meeting Server Web プロキシに要求を転送します。したがって、外部ユーザは TURN サービスを使用することで、

ファイアウォールポリシーで制限された環境からでも Meeting Server スペースに参加できます。 

Web 管理者ポートがポート 443 でリッスンするように設定されている場合（[システム（System）] > [管理設定

（Administration Settings）]）、ポート 443 を他の有効なポートに変更する必要があります。 

 大規模システムでは、TCP 443 TURN サービスが有効にされている場合、技術的な制約により外部ポートは TCP 

TURN 要求を多重化しません。この場合、サポートされる TCP TURN リレーの数は 1000 に制限されます。 

 クラスタ化された Expressway：要求された TURN サーバのリレーが完全に割り当てられている場合、 

サーバは要求側のクライアントに対してクラスタ内の代替サーバの詳細情報で応答します（現在、使用 

可能なリソースが最大の TURN サーバ）。 

 Expressway の TURN サービスは、単一のネットワークインターフェイスまたはデュアルネットワークインターフ

ェイスで（高度なネットワーキングオプションを介して）サポートされます。デュアルネットワークインターフェ

イスでは、TURN サーバは両方のインターフェイスでリッスンしますが、リレーは Expressway の外部に対向する 

LAN インターフェイスにのみ割り当てられます。 

 Microsoft ICE（各種の標準規格に準拠していません）は Expressway-E の TURN サーバではサポートされていませ

ん。そのため、Microsoft Edge Server を通じて登録された Expressway と Microsoft クライアント間の通信を有効

にするには、Microsoft 相互運用性サービスを使用する必要があります。 

 TURN サーバは帯域幅要求をサポートしません。トラバーサルゾーンの帯域幅制限は適用されません。 

 Expressway-E の TURN サーバは TCP と UDP で TURN メディアをサポートします。サポートされているプロトコル

の設定は、CLI コマンド xConfiguration Traversal Server TURN ProtocolMode を通じてのみ行えます。 

 Expressway-E の TURN サーバは、TCP で UDP リレーをサポートします。 

TURN サービスの設定 

TURN リレーサービスは Expressway-E でのみ利用できます。TURN サービスを使用するには、TURN リレーオプションキーが必

要です。TURN リレーオプションキーでは、TURN サーバによって同時に割り当てることができる TURN リレーの数が制御されま

す。X8.11 以降では、TURN リレーオプションキーなしで TURN サービスを使用できます。 

「TURN」ページ（[設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > [TURN]）を使用して、Expressway-E の TURN 設

定を構成します。Expressway-E を委任クレデンシャルチェック用に設定する場合は、認証レルムを介して、TURN サーバ要求の

クレデンシャルチェックが委任されるトラバーサルゾーンも指定できます。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

TURN サービス（TURN 

services） 

Expressway が TURN サービスをトラバーサルクライアントに提

供するかどうかを決定します。 [TURN サービス（TURN 

services）]がすでに[オン

（On）]に設定されているとき

に、他の TURN 設定を変更する

必要がある場合は、次の手順に従

います。 

1. [TURN サービス（Turn 

services）]を[オフ

（Off）]に変更して[保存

（Save）]します。 

2. 必要に応じて TURN 設定

を変更します。 

3. [TURN サービス（Turn 

services）]を[オン

（On）]に変更して[ 

保存（Save）]します。 

これは、他の TURN 設定を変更

した場合、TURN サービスが再起

動されるまでは、その変 

更が適用されないためです。 

TCP 443 TURN サー 

ビス（TCP 443 TURN 

service） 

TURN サーバが TCP ポート 443 で TURN クライアントからの 

TCP 要求をリッスンする必要があるかどうかを指定します。次の

オプションがあります。 

 [オン（On）]： TURN サーバは TCP ポート 443 で 

TURN クライアントからの TCP 要求をリッスンし、設定

済みのポートで UDP 要求をリッスンします。 

 [オフ（Off）]：TURN サーバは TCP ポート 443 で TURN 

クライアントをリッスンしません。ただし、この設定は 

TURN 要求をリッスンするように設定されたポートには影

響しません。 

この機能を有効にする前に、 

次のことを確認してください。 

 [TURN サービス（TURN 

services）]が[オン

（On）]に設定されて 

いること。 

 Web 管理者ポートがポー

ト 443 でリッスンするよ

うに設定されている場合

（[システム（System）] 

> [管理設定

（Administration 

Settings）]）、ポート 

443 を他の有効なポー 

トに変更する必要があ 

ります。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

TURN ポート多重化

（TURN port 

multiplexing） 

大規模システムで、Expressway TURN サーバの全容量を単一の

リスニングポート上で有効にして、内部で要求をポート範囲に逆

多重化します。 

注：このオプションは大規模システムでのみ使用できます。 

オプションは次のいずれかです。 

 [オン（On）]： 

 Expressway は、ポート範囲ではなく、単一の 

設定可能な外部ポートでリッスンします。 

 [TCP443TURN サービス（TCP 443 TURN 

services）]が[オン（On）]に設定されている場合、設

定可能な外部ポートのみが UDP TURN 要 

求を多重化します。 

注：[TCP443TURN サービス（TCP 443 TURN 

services）]が[オン（On）]に設定されている場合、技

術的な制約により、外部ポートは TCP TURN 要求を多

重化しません。 

 [オフ（Off）]：TURN サーバは、ポート範囲で TCP 要求

と UDP 要求をリッスンします。 

この機能を有効にする前に、

[TURN サービス（TURN 

services）]が[オン（On）]に設

定されていることを確認してくだ

さい。 

TURN 要求ポート

（TURN requests 

port） 

TURN 要求のリスニングポート。デフォルトポートは 3478  

です。 

大規模システムでは、このオプシ

ョンは[TURN ポート多重化

（TURN port multiplexing）]が

[オン（On）]に設定されている場

合にのみ使用できます。 

エンドポイントで TURN サービ

スを検出するには、_turn._udp. 

と _ turn._tcp の DNS SRV レコ

ードを作成する必要があります

（必要に応じて、単一のポートで

もポートの範囲でも可）。 

TURN 要求のポート範

囲の開始（TURN 

requests port range 

start） 

[TURN ポート多重化（TURN port multiplexing）]が[オフ

（Off）]の場合、このポートは大規模システム上の設定可能なポ

ート範囲の最初のポートを表します。 

デフォルトのポート範囲の開始は 3478 です。 

  

このオプションは、大規模システ

ムで[TURN ポート多重化（TURN 

port multiplexing）]が[オフ

（Off）]に設定されている場合に

のみ使用できます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

TURN 要求のポート範

囲の終了（TURN 

requests port range 

end） 

[TURN ポート多重化（TURN port multiplexing）]が[オフ

（Off）]の場合、このポートは大規模システム上の設定可能なポ

ート範囲の上限ポートを表します。 

デフォルトのポート範囲の終了は 3483 です。 

このオプションは、大規模システ

ムで[TURN ポート多重化（TURN 

port multiplexing）]が[オフ

（Off）]に設定されている場合に

のみ使用できます。 

委任クレデンシャルチ

ェック（Delegated 

credential checking） 

TURN サーバ要求のクレデンシャルチェックをトラバーサルゾー

ンを介して別の Expressway に委任できるかどうかを制御しま

す。関連付けられている認証レルムによって、どのトラバーサル

ゾーンが使用されるかが決まります。 

[オフ（Off）]：認証チャレンジを実行する Expressway 上の該当

するクレデンシャルチェックのメカニズム（ローカルデータベー

スまたは LDAP を介して H.350 ディレクトリ）を使用します。 

[オン（On）]：クレデンシャルチェックをトラバーサルクライア

ントに委任します。 

デフォルトはオフです。 

詳細については、「委任クレデン

シャルチェック」を参照してくだ

さい。 

認証レルム

（Authentication 

realm） 

認証チャレンジでサーバが送信するレルム。 クライアントのクレデンシャルが

ローカル認証データベースに保存

されていることを確認します。 

メディアポート範囲の

始端（Media port 

range start） 

TURN リレーの割り当てに使用するポート範囲の下限ポート。 

デフォルトの TURN リレーメディアポートの範囲は 24000 ～ 

29999 です。 

  

メディアポート範囲の

末尾（Media port 

range end） 

TURN の割り当てに使用するポート範囲の上限ポート。   

 

TURN サーバステータス 

TURN サーバのステータスの概要が「TURN」ページの下部に表示されます。TURN サーバがアクティブになっていると、

この概要には、アクティブな TURN クライアントの数とアクティブなリレーの数も表示されます。 

アクティブなリレーのリンクをクリックして「TURN リレーの使用状況（TURN relay usage）」ページにアクセスします。

このページには、Expressway 上で現在アクティブなすべての TURN リレーのリストが表示されます。また、アクセス許可、

チャネルバインド、カウンタなどの TURN リレーの詳細も確認できます。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
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Unified Communications 

ここでは、Cisco Collaboration Edge Architecture の中心となる部分であるユニファイドコミュニケーションの機能を実現

するための Expressway-C と Expressway-E の設定方法について説明します。 

ユニファイドコミュニケーションの前提条件 ........................................................................ 69 

ユニファイド コミュニケーションの前提条件 

ユニファイド コミュニケーションのためのセキュアなトラバーサル ゾーン接続の設定 

ユニファイドコミュニケーション機能（Mobile & Remote Access、または Jabber Guest など）には、Expressway-C と 

Expressway-E 間にユニファイドコミュニケーショントラバーサルゾーン接続が必要です。これには、以下が含まれます。 

 Expressway-C と Expressway-E に適切なセキュリティ証明書をインストールする。 

 Expressway-C と Expressway-E 間のユニファイドコミュニケーショントラバーサルゾーンを設定する。 

注：ユニファイドコミュニケーショントラバーサルゾーンは Expressway のトラバーサルペアごとに 1 つだけ設定します。

つまり、Expressway-C クラスタに 1 つのユニファイドコミュニケーショントラバーサルゾーンと、Expressway-E クラ

スタに対応する 1 つのユニファイドコミュニケーショントラバーサルゾーンです。 

Expressway のセキュリティ証明書のインストール 

Expressway-C と Expressway-E 間の信頼を設定する必要があります。 

1. Expressway-C と Expressway-E の両方に適したサーバ証明書をインストールします。 

 証明書には、Client Authentication 拡張子を含める必要があります。システムにより、ユニファイドコミュニ

ケーション機能が有効になっている場合、この拡張子を指定せずにサーバ証明書をアップロードすることはでき

ません。 

 Expressway には、証明書署名要求（CSR）を生成する機能が組み込まれており、CSR を生成する場合に推奨さ

れる方法です。 

 要求に署名する CA がクライアント認証拡張子を除外していないことを確認します。 

 生成した CSR には、クライアント認証要求と有効化されたユニファイドコミュニケーション機能に関連する

サブジェクト代替名が含まれます（「ユニファイドコミュニケーションのサーバ証明書要件（71 ページ）」

を参照してください）。 

 CSR を生成するか Expressway にサーバ証明書をアップロードするには、[メンテナンス（Maintenance）] > 

[セキュリティ（Security）] > [サーバ証明書（Server certificate）] に移動します。新しいサーバ証明書を有効

にするには、Expressway を再起動する必要があります。 

2. 両方の Expressway に Expressway のサーバ証明書に署名した CA の信頼できる認証局（CA）証明書をインストー

ルします。 

展開されるユニファイドコミュニケーション機能に基づいて、次のように信頼要件が追加されます。 

http://www.cisco.com/
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Mobile & Remote Access を導入する場合： 

 Expressway-C は Unified CM と IM&P の Tomcat 証明書を信頼する必要があります。 

 状況に応じて、Expressway-C と Expressway-E の両方で、エンドポイントの証明書に署名した認証局を信頼す

る必要があります。 

Jabber Guest を導入する場合： 

 Jabber Guest サーバがインストールされると、自己署名証明書がデフォルトで使用されます。ただし、信頼で

きる認証局によって署名された証明書をインストールできます。Expressway-C に Jabber Guest サーバの自己

署名証明書、または Jabber Guest サーバの証明書に署名した CA の信頼済み CA 証明書をインストールする必

要があります。 

信頼できる認証局（CA）証明書を Expressway にアップロードするには、[メンテナンス（Maintenance）] > [セキ

ュリティ（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]を選択します。新しい信頼できる CA 

証明書を有効にするには、Expressway を再起動する必要があります。 

Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 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。 

暗号化された Expressway トラバーサル ゾーンの設定 

Expressway-C と Expressway-E 間のセキュアなトラバーサルゾーン接続によってユニファイドコミュニケーション機能

をサポートするには、次の手順を実行します。 

 Expressway-C、Expressway-E はユニファイドコミュニケーショントラバーサルのゾーンタイプで設定する必要が

あります。これは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 はサーバ証明書を相互に信頼する必要があります。各 Expressway がクライアントとサーバの

両方として機能すると同時に各 Expressway の証明書がクライアントとサーバとして有効であることを確認する必

要があります。 

 H.323 または暗号化されていない接続も必要な場合、別のトラバーサルゾーンペアを設定する必要があります。 

セキュアなトラバーサルゾーンを設定するには、Expressway-C と Expressway-E を次のように設定します。 

1. [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」など 「Traversal zone」など 

タイプ（Type） Unified Communications traversal Unified Communications traversal 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] セクション 

ユーザ名（Username） 「exampleauth」など 「exampleauth」など 

パスワード（Password） 「ex4mpl3.c0m」など [Add/Edit local authentication database]をク

リックし、ポップアップダイアログで[新規

（New）]をクリック後、[名前（Name）] 

（例：「exampleauth」）と [パスワード

（Password）]（例：「ex4mpl3.c0m」）を入

力して、[クレデンシャルを作成（Create 

credential）]をクリックします。 

[SIP]セクション 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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  Expressway-C Expressway-E 

ポート（Port） Expressway-E の設定に一致する必要

があります。 

7001（デフォルト）Cisco Expressway シリーズ

設定ガイドページの、ご使用のバージョンに対応

する『Cisco Expressway IP ポート使用設定ガイ

ド』を参照してください）。 

TLS サブジェクト名の確認

（TLS verify subject name） 

N/A トラバーサルクライアントの証明書で検索する名

前を入力します（Subject Common Name または 

Subject Alternative Name 属性である必要があり

ます）。トラバーサルクライアントのクラスタが

ある場合は、ここでクラスタ名を指定し、各クラ

イアントの証明書に含まれることを確認します。 

[認証（Authentication）] セクション 

[認証ポリシー（Authentication 

policy）] 

[クレデンシャルを確認しない（Do  

not check credentials）] 

[クレデンシャルを確認しない（Do not check 

credentials）] 

[ロケーション（Location）] セクション 

ピア 1 アドレス（Peer 1 

address） 
Expressway-E の FQDN を入力します。 

注：IP アドレスを使用する場合（推 

奨していません）、そのアドレスが 

Expressway-E サーバ証明書に含ま 

れている必要があります。 

N/A 

ピア 2 ～ 6 アドレス 

（Peer 2...6 address） 

Expressway-E のクラスタである場合

は、追加ピアの FQDN を入力します。 

N/A 

 
4. [ゾーンの作成（Create zone）]をクリックします。 

ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件 

Cisco Unified CM の証明書 

Mobile & Remote Access で重要な Cisco Unified Communications Manager 証明書は、次の 2 つです。 

 CallManager 証明書 

 tomcat 証明書 

これらの証明書は Cisco Unified Communications Manager に自動的にインストールされ、デフォルトで自己署名されて

同じ一般名（CN）を持ちます。 

CA によって署名された証明書を使用することを推奨します。ただし、自己署名証明書を使用する場合、2 つの証明書の一

般名は異なる必要があります。Expressway では同じ CN を持つ 2 つの自己署名証明書は許可されません。そのため、

Expressway の信頼される CA リストで CallManager と tomcat の自己署名証明書の CN が同じ場合、Expressway はその

うちの 1 つしか信頼できません。つまり、Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager 間のセキュア 

HTTP またはセキュア SIP は失敗します。 

また、シスココラボレーションシステムリリース 10.5.2 内の製品に対して tomcat 証明書の署名要求を生成する場合、

CSCus47235 に注意する必要があります。ノードの FQDN がサブジェクト代替名（SAN）エントリとして証明書に含まれ

るため、この問題を回避する必要があります。「リリースノート」ページにある Expressway X8.5.3 のリリースノートに

回避策の詳細が記載されています。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus47235
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
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IM and Presence Service の証明書 

XMPP を使用する場合、重要な IM and Presence Service 証明書は、次の 2 つです。 

 cup-xmpp 証明書 

 tomcat 証明書 

CA によって署名された証明書を使用することを推奨します。ただし、自己署名証明書を使用する場合、2 つの証明書の一

般名は異なる必要があります。Expressway では同じ CN を持つ 2 つの自己署名証明書は許可されません。cup-xmpp 証

明書と tomcat（自己署名）証明書が同じ CN を持つ場合、Expressway はそのうちの 1 つしか信頼せず、Cisco 

Expressway サーバと IM and Presence Service サーバ間の一部の TLS 試行が失敗します。詳細については、

CSCve56019 を参照してください。 

Expressway 証明書 

Expressway の証明書署名要求（CSR）ツールでは、Expressway でサポートされるユニファイドコミュニケーション機能

に適した関連するサブジェクト代替名（SAN）について確認が求められ、組み込まれます。 

次の表は、どのユニファイドコミュニケーションの機能にどの CSR 代替名の要素が適用されるかを示します。 

サブジェクト代替名として次の項目

を追加します 

これらの目的で CSR を生成する場合

 
モバイル&リモートア

クセス 
Jabber Guest 

XMPP フェデレ 

ーション 

ビジネスツービ

ジネスコール 

Unified CM 登録ドメイン 

（ドメイン名にかかわらず、これらは 

Unified CM SIP 登録ドメインよりもサー 

ビス検出ドメインと共通点があります） 

Expressway-E  
でのみ必要 — — — 

XMPP フェデレーションドメイン 
— — 

Expressway-E  
でのみ必要 — 

IM and Presence チャットノードエイリア 

ス（フェデレーテッドグループチャット） 
— — 必須 — 

Unified CM 電話セキュリティプロファイル名 Expressway-C  
でのみ必要 — — — 

（クラスタ化されたシステムのみ）

Expressway クラスタ名 

Expressway-C  
でのみ必要 

Expressway-C  
でのみ必要 

Expressway-C  
でのみ必要   

 

（注） 

 チャットノードエイリアスを追加するか、名前を変更する場合、Expressway-C 用の新しいサーバ証明書の作成が必要に

なることがあります。つまり、IM and Presence ノードが追加されるか名前が変更される場合、または新しい TLS 電話セ

キュリティプロファイルが追加される場合などです。 

 新しいチャットノードエイリアスがシステムに追加される場合、または CM か XMPP フェデレーションドメインが変更さ

れる場合は、新しい Cisco Expressway-E の証明書を作成する必要があります。 

 新しくアップロードされたサーバ証明書を有効にするには、Expressway を再起動する必要があります。 

Expressway-C/Expressway-E の個々の機能要件についての詳細は、次のとおりです。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/cscve56019
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Expressway-C のサーバ証明書の要件 

Expressway-C サーバ証明書ではサブジェクト名の代替名のリストに、次の要素を含める必要があります。 

 Unified CM 電話セキュリティプロファイル名：暗号化された TLS 用に設定され、リモートアクセスを必要とする

デバイスに使用される Unified CM の電話セキュリティプロファイルの名前。FQDN 形式を使用し、複数のエント

リをカンマで区切ります。 

代替名としてセキュア電話プロファイルを持つことは、Unified CM がそのプロファイルを使用するデバイスからメ

ッセージを転送する場合に、Expressway-C と TLS 経由で通信できることを意味します。 

 IM and Presence チャットノードエイリアス（フェデレーテッドグループチャット）：IM and Presence サーバで

設定されるチャットノードエイリアス（例：chatroom1.example.com）。これらは、フェデレーテッド連絡先との 

TLS を介したグループチャットをサポートするユニファイドコミュニケーション XMPP フェデレーション導入にの

み必要です。 

Expressway-C は一連の IM&P サーバを検出すると、CSR にチャットノードエイリアスを自動的に含めます。 

CSR を生成するときは、チャットノードエイリアスに DNS 形式を使用することを推奨します。Expressway-E サ

ーバ証明書の代替名には、同一のチャットノードエイリアスを含める必要があります。 

図 6：Expressway-C の CSR ジェネレータでのセキュリティプロファイルおよびチャットノードエイリアスに対

するサブジェクト代替名の入力 

 

Expressway-E のサーバ証明書の要件 

Expressway-E サーバ証明書には、そのサブジェクト代替名（SAN）のリストに次の要素が含まれる必要があります。 

 Unified CM 登録ドメイン：Unified CM の登録用に Expressway-C で設定されているすべてのドメイン。エンドポ

イントデバイスと Expressway-E 間のセキュアな通信に必要です。 

Expressway の設定と Expressway-E の証明書に使用される Unified CM 登録ドメインは、サービス検出時に

_collab-edge DNS SRV レコードをルックアップするモバイルおよびリモートアクセスクライアントによって使用

されます。これにより、Unified CM での MRA 登録が有効になり、サービス検出に役立ちます。 

これらのサービス検出ドメインは SIP 登録ドメインと一致することもしないこともあります。これは展開方法により

異なるため、一致する必要はありません。たとえば、社内ネットワークの Unified CM で .local または類似するプラ 

イベートドメインを使用し、Expressway-E FQDN とサービス検出にパブリックドメイン名を使用する展開の場合、

Expressway-E の証明書にパブリックドメイン名を SAN として含める必要があります。Unified CM で使用するプ 

ライベートドメイン名を含める必要はありません。エッジドメインのみを SAN としてリストする必要があります。 

DNS 形式を選択し、必要な FQDN を手動で指定します。複数のドメインが必要な場合は FQDN をカンマで区切り

ます。代わりに CollabEdgeDNS 形式を選択すると、入力したドメインにプリフィックス collab-edge.が追加され

ます。この形式は、トップレベルドメインを SAN として含めたくない場合に推奨されます（次のスクリーンショッ

トの例を参照してください）。 

 XMPP フェデレーションドメイン：ポイントツーポイント XMPP フェデレーションに使用するドメイン。これらは、

IM&P サーバで設定され、XMPP フェデレーション用のドメインとして Expressway-C でも設定する必要があります。 
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DNS 形式を選択し、必要な FQDN を手動で指定します。複数のドメインが必要な場合は FQDN をカンマで区切り

ます。XMPPAddress 形式を使用しないでください。この形式は CA によってサポートされない可能性があり、

Expressway ソフトウェアの将来のバージョンでは廃止される可能性があります。 

 IM and Presence のチャットノードエイリアス（フェデレーテッドグループチャット）：Expressway-C の証明書

で入力されたものと同じチャットノードエイリアスのセット。フェデレーテッド連絡先との TLS を介したグループ

チャットをサポートする音声とプレゼンスの導入にのみ必要です。 

チャットノードエイリアスのリストは、Expressway-C 対応の「CSR の作成（Generate CSR）」ページからコピ

ーできることに注意してください。 

図 7：Expressway-E の CSR ジェネレータでの Unified CM 登録ドメイン、XMPP フェデレーションドメイン、

およびチャットノードエイリアスに対するサブジェクト代替名の入力 

 

Expressway 設定ガイドページの『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。 

MRA オンボードを使用する場合の mTLS 証明書 

MRA 上でアクティベーションコードオンボードを有効にすると、相互 TLS に必要な CA 証明書が自動的に生成されます 

(相互 TLS はアクティベーションコードオンボードの必須要件です)。証明書は、信頼された CA 証明書のあるページか 

らアクセスするための mTLS 用 CA 証明書ページで使用できます（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ

（Security）] > [信頼された CA 証明書（Trusted CA certificate）]）。 

マルチテナンシーのドメイン証明書とサーバ名指定について 
Cisco Hosted Collaboration Solution（HCS）の一部であるマルチテナンシーにより、サービスプロバイダーは複数のテナ

ント間で Expressway-E クラスタを共有できます。 

TLS 内のサーバ名指定（SNI）プロトコル拡張を使用して、Expressway は、TLS ハンドシェイク中にクライアントに提供

できるドメイン固有の証明書を保存および使用できるようになりました。この機能により、マルチテナント環境で MRA を

介して登録したエンドポイントのシームレスな統合が可能になり、証明書のドメイン名がクライアントのドメインと一致す

るようになります。TLS ハンドシェイク中、クライアントは ClientHello 要求に SNI フィールドを含めます。Expressway 

は証明書ストアを検索し、SNI ホスト名との一致を探そうとします。一致が見つかった場合、ドメイン固有の証明書がクラ

イアントに返されます。 

注：マルチテナントモードでは、Cisco Expressway-E の[システム（System）] > [DNS]にあるページで、DNS に設定さ

れているホスト名と一致するようにシステムのホスト名を設定する必要があります（X8.10.1 より前では大文字と小文字が

区別されます。X8.10.1 以降は大文字と小文字は区別されません）。このようにしなければ、Cisco Jabber クライアント

を MRA に正常に登録できません。 

「Cisco Hosted Collaboration Solution ページ」の『マルチテナントおよび Cisco Expressway』を参照してください。 

SNI のコール フロー 

1. 登録されている MRA クライアントで、ユーザが bob@example.com と入力します。ここで、example.com はユーザ

のサービスドメイン（クラスタドメイン）です。 

2. クライアントが DNS 解決を行います。 

1. _collab-edge._tls.example.com に対して DNS SRV 要求を送信します。 

2. DNS が要求に応答します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

Unified Communications 

 

75 

 単一のテナント設定の場合：通常、DNS 応答にはサービスドメイン内のホスト名（たとえば、mra-

host.example.com）が含まれます。 

 マルチテナント設定の場合：DNS が代わりに、サービスプロバイダーのドメイン内のサービスプロバイダーの 

MRA ホスト名を返す場合があります。これは、ユーザのサービスドメインとは異なります（たとえば、mra-

host.sp.com）。 

3. クライアントが SSL 接続を設定します。 

1. クライアントは、SSL ClientHello リクエストに SNI 拡張子を付けて送信します。 

 DNS によって返されたホスト名がユーザのサービスドメインと同じドメインを持つ場合、DNS ホスト名は 

SNI server_name（変更なし）で使用されます。 

 それ以外の場合、ドメインが一致しなければ、クライアントは SNI server_name を DNS ホスト名とサー 

ビスドメインに設定します（たとえば、DNS から mra-host.sp.com が返されるのではなく、mra- 

host.example.com が返されます）。 

2. Expressway-E が証明書ストアを検索し、SNI ホスト名と一致する証明書を検索します。 

 一致するものが見つかると、Expressway-E は証明書（SAN/dnsName=SNI ホスト名）を返信します。 

 それ以外の場合、MRA はプラットフォーム証明書を返します。 

3. クライアントがサーバの証明書を検証します。 

 証明書が検証されると、SSL セットアップが続行され、SSL セットアップが正常に終了します。 

 それ以外の場合、証明書エラーが発生します。 

4. アプリケーションデータが開始されます。SIP と HTTPS の場合は、アプリケーションが SSL ネゴシエーショ

ンを即座に開始することに注意してください。XMPP の場合は、クライアントが XMPP StartTLS を受信すると、

SSL 接続が開始されます。 
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Expressway のドメイン証明書の管理 

Expressway のドメイン証明書は、「ドメイン証明書（Domain certificates）」ページ（[メンテナンス

（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）]）で管理します。これらの

証明書は、マルチテナント環境で複数の顧客が TLS 暗号化と HTTPS 経由の Web ブラウザを使用してクライアントシステ

ムと通信するために Expressway-E クラスタを共有している場合に、ドメインを識別するために使用されます。[ドメイン

証明書（domain certificate）] ページを使用すると、次のことを実行できます。 

 現在ロードされている証明書に関する詳細を表示する。 

 証明書署名要求（CSR）を生成する。 

 新しいドメイン証明書をアップロードする。 

 ACME（Automated Certificate Management Environment）サービスが自動的に CSR を ACME プロバイダーに送

信して、生成された証明書を自動的に展開するように設定する。 

注：RSA キーに基づく証明書を使用することを強く推奨します。DSA キーに基づく証明書など他のタイプの証明書はテス

トされておらず、あらゆるシナリオで Expressway と連携するとは限りません。「信頼できる CA 証明書（Trusted CA 

certificate）」ページを使用して、この Expressway で信頼されている認証局（CA）の証明書のリストを管理します。 

現在アップロードされているドメイン証明書の表示 

ドメインをクリックすると、ドメイン証明書データセクションに、現在 Expressway にロードされている特定のドメイン証

明書に関する情報が表示されます。 

現在アップロードされているドメイン証明書ファイルを表示する場合、人間可読形式で表示するには[表示（復号化）

（Show (decoded)）]をクリック、または RAW 形式でファイルを表示するには[表示（PEM ファイル）（Show (PEM 

file)）]をクリックします。現在アップロードされているドメインを削除するには、[削除（Delete）]をクリックします。 

注：ドメイン証明書を期限切れにしないでください。期限が切れると他の外部システムが証明書を拒否し、Expressway が

それらのシステムに接続できなくなります。 

新しいドメインの追加 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移

動します。 

2. [New]をクリックします。 

3. [新しいローカル ドメイン（New local domain）]の下で、追加するドメインの名前を入力します。有効なドメイン

名の例は 100.example-name.com です。 

4. [ドメインの作成（Create domain）] をクリックします。 

5. 新しいドメインが「ドメイン証明書（Domain certificates）」ページに追加され、ドメインの証明書のアップロー

ドに進むことができます。 

証明書署名要求の生成 

Expressway は、ドメイン CSR を生成できます。これにより、証明書要求を生成し取得するために外部メカニズムを使用

する必要がなくなります。 

CSR を生成するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移 

動します。 

2. CSR を生成するドメインをクリックします。 
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3. [CSR の作成（Generate CSR）]をクリックして「CSR の作成（Generate CSR）」ページに移動します。 

4. 証明書に必要なプロパティを入力します。 

 Expressway がクラスタの一部である場合、「ドメイン証明書とクラスタ化システム（300 ページ）」を参照し

てください。 

5. [Generate CSR]をクリックします。システムが署名要求と関連する秘密キーを生成します。秘密キーは、

Expressway に安全に保存され、表示またはダウンロードすることはできません。認証局に対しても秘密キーを開

示してはなりません。 

6. 「ドメイン証明書（Domain certificate）」ページに戻ります。グローバル設定に関して実行できることは次のと

おりです。 

 認証局に送信できるように、要求をローカルファイルシステムにダウンロードします。ファイルを保存するよう

求められます（実際の表現はブラウザによって異なります）。 

 現在の要求の表示（人間可読形式で表示するには[Show (decoded)]をクリック、または raw 形式でファイルを

表示するには[Show (PEM file)]をクリックします）。 

（注）  

 1 回に 1 つの署名要求だけを進行させることができます。これは、Expressway が現在の要求に関連付けられた秘

密キーファイルを追跡する必要があるためです。現在の要求を廃棄し、新しい要求を開始するには、[Discard CSR]

をクリックします。 

 ユーザインターフェイスにダイジェストアルゴリズムを設定するオプションがあります。デフォルトでは SHA-256 

に設定されており、SHA-384 または SHA-512 に変更するオプションがあります。 

 ユーザインターフェイスにキーの長さを設定するオプションがあります。Expressway は、1024、2048、および 

4096 のキーの長さをサポートしています。 

新しいドメイン証明書のアップロード 

署名付きドメイン証明書が認証局から送り戻されたら、Expressway にアップロードする必要があります。[新規証明書のア

ップロード（Upload new certificate）]セクションを使用して、現在のドメイン証明書を新しい証明書に置き換えます。 

ドメイン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. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移

動します。 

2. [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、ドメ

イン証明書の PEM ファイルを選択し、アップロードします。 

3. 外部システムを使用して CSR を生成する場合は、ドメイン証明書を暗号化するために使用した、サーバ秘密キー 

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、このドメイン証明書用の 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 PEM ファイルはパスワードで保護しないでください。 

 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. [ドメイン証明書データのアップロード（Upload domain certificate data）] をクリックします。 
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ACME（Automated Certificate Management Environment）サービス 

Expressway-E での ACME サービスでは、バージョン X12.5 以降から、（SNI で使用する）ドメイン証明書を要求して導入でき

るようになっています。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）]に移動すると、 

ドメインのリストの[ACME] 列に、各ドメインの ACME サービスのステータスが示されます。 

ACME サービスを有効にするドメイン名の横にある[表示/編集（View/Edit）]をクリックします。 

ドメイン証明書用に ACME サービスを設定するプロセスは、サーバ証明書用に設定する場合と同じで、Expressway-E イン 

ターフェイスで使用する場所が異なるだけです。 

Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 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。 

ドメイン証明書とクラスタ化システム 

CSR の生成時には、1 つの要求および秘密キーの組み合わせがそのピア専用に生成されます。 

Expressway のクラスタがある場合は、各ピアで個別の署名要求を生成する必要があります。これらの要求はその後、認証局 

に送信し、返されたドメイン証明書を関連する各ピアにアップロードする必要があります。 

正しいドメイン証明書が適切なピアにアップロードされていることを確認する必要があります。そうでないと、各ピアに保存 

された秘密キーがアップロードされた証明書に対応しません。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Mobile & Remote Access の概要 

Cisco Unified Communications の Mobile & Remote Access は Cisco Collaboration Edge アーキテクチャの中核を成し

ます。Cisco Jabber などのエンドポイントが企業ネットワーク外にある場合に、Cisco Unified Communications Manager

（Unified CM）への登録、呼制御、プロビジョニング、メッセージング、およびプレゼンスの機能を使用することができる

ようになります。Expressway は、Unified CM 登録にセキュアなファイアウォールトラバーサルと回線側サポートを提供

します。 

ソリューション全体で、次の機能が提供されます。 

 オフプレミスアクセス：企業ネットワーク外においても、Jabber および EX/MX/SX シリーズクライアントで一貫

したエクスペリエンスを提供 

 セキュリティ：セキュアな Business-to-Business（B2B）コミュニケーション 

 クラウドサービス：エンタープライズクラスの柔軟性と拡張性に優れたソリューションにより、さまざまな Cisco 

Webex 統合およびサービスプロバイダオファリングに対応 

 ゲートウェイと相互運用性サービス：メディアおよびシグナリングの正規化、非標準エンドポイントのサポート 

図 8    ユニファイドコミュニケーション：モバイルおよびリモートアクセス 

 

注：サードパーティ製 SIP または H.323 デバイスは Expressway-C に登録でき、必要に応じて SIP トランクを介して 

Unified CM によって登録されたデバイスと相互運用できます。 

図 9    一般的なコールフロー：シグナリングおよびメディアパス 

 

Unified CM は、モバイルとオンプレミスの両方のエンドポイントにコール制御を提供します。 

シグナリングは、モバイルエンドポイントと Unified CM の間で Expressway ソリューションを横断します。Expressway 

ソリューションをトラバースするメディアは、エンドポイント間で直接中継されます。 

すべてのメディアは、Expressway-C とモバイルエンドポイント間で暗号化されます。 
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導入範囲 

次の主要な Expressway ベースの導入は機能しません。これらを同じ Expressway（またはトラバーサルペア）で一緒に実

装することはできません。 

 モバイル&リモートアクセス 

 Expressway-C ベースの B2BUA を使用した Microsoft 相互運用性 

 Jabber Guest サービス 

モバイルおよびリモート アクセスのポート 

MRA のポートについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの『Cisco Expressway IP ポート使用設定ガイ

ド』を参照してください。このガイドに、内部ネットワーク（Expressway-C が配置されている）と DMZ（Expressway-

E が配置されている）間、および DMZ とパブリックインターネット間のファイアウォールで使用できるポートが記載され

ています。 

VPN を使用しない Jabber クライアント接続 

MRA ソリューションでは、ハイブリッドオンプレミスサービスモデルとクラウドベースのサービスモデルをサポートして

います。これは、社内および社外で一貫したエクスペリエンスを提供します。MRA は、VPN で企業ネットワークに接続せ

ずに Jabber アプリケーショントラフィックのセキュアな接続を提供します。Windows、Mac、iOS および Android プラ

ットフォームでデバイスとオペレーティングシステムに依存しない Cisco Jabber クライアントのソリューションです。 

MRA は、企業外の Jabber クライアントで以下を実現します。 

 インスタントメッセージングおよびプレゼンスサービスの使用 

 音声/ビデオ通話 

 社内ディレクトリの検索 

 コンテンツの共有 

 Web 会議の開始 

 ビジュアルボイスメールへのアクセス 

注：Cisco Jabber Video for TelePresence（Jabber Video）は MRA と連動しませんが、Expressway に登録される通常

のクライアントとしてサポートされます。 

設定情報の詳細 

MRA 用に Expressway を使用する方法について詳しくは、「Expressway 設定ガイド」ページの『Cisco Expressway を

使用したモバイルおよびリモートアクセス』を参照してください。このガイドでは、以下について説明します。 

 Expressway-C と Expressway-E で MRA 機能を有効にして設定する方法。 

 MRA サービスで使用する Unified CM サーバと IM&P サーバを検出する方法。 

 MRA アクセス制御（認証の設定、SAML SSO、許可リストを含む）。 

 Apple プッシュ通知サービス（APNS）のサポートを有効にする方法。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Expressway による XMPP フェデレーション 

外部 XMPP フェデレーションでは、Unified Communications Manager IM and Presence サービスに登録されたユーザが、

異なる XMPP 導入環境からのユーザと Cisco Expressway-E を介して通信できます。 

注：このセクションでは、Expressway を使用して管理する XMPP フェデレーションについて説明しますが、このガイド

で後述するように、IM and Presence Service を使用して管理することもできます。 

次の図は、オンプレミス IM & Presence サーバから Expressway-C および Expressway-E コラボレーション エ  

ッジソリューションを介してフェデレーテッド XMPP サーバにルーティングされる XMPP メッセージを示して 

います。また、メッセージが DMZ ファイアウォールを通過するときに使用される接続とポートも示しています。

「example.com」組織では Expressway フェデレーションモデル（図の左側）を使用し、一方、「federated.com」組織（図

の右側）では DMZ フェデレーションモデルの IM and Presence Service を使用しています。 

図 10    XMPP フェデレーションでのメッセージのルーティング 

 

サポートされるシステム 

Expressway-E は次の製品との XMPP フェデレーションをサポートしています。 

 Expressway X8.2 以降 

 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 9.1.1 以降 

 Cisco Webex Connect リリース 6.x 

 Cisco Jabber 9.7 以降 

 その他の XMPP 標準準拠サーバ 

制限事項 

 Expressway を XMPP フェデレーションに使用する場合、Expressway-E はリモートフェデレーションサーバへの

接続を処理し、Jabber ID のみを使用して XMPP メッセージを管理できます。Expressway-E は（電子メールアド

レスなどの）XMPP のアドレス変換をサポートしません。 

 

外部ユーザとして、フェデレーションを介して企業内のユーザとチャットを試みる場合は、エンタープライズユー

ザの Jabber ID を使用して XMPP を介してユーザと連絡をとる必要があります。エンタープライズユーザの 

Jabber ID が電子メールアドレスと一致しない場合（特に Jabber ID に内部ユーザの ID またはドメインを使用して
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いる場合）、エンタープライズユーザの電子メールアドレスがわからないため、フェデレーションを設定すること

はできません。このため、Expressway を XMPP フェデレーションに使用する場合、企業は Unified CM ノードを

設定して、ユーザの Jabber ID と電子メールに同じアドレスを使用することを推奨します。この制限は、フェデレ

ーションが Expressway-E で処理されているとしても、企業内で（フェデレーションを使用せず）互いに連絡を取

り合うユーザには適用されません。このようなフェデレーションされていないユースケースでは、Jabber ID または

ディレクトリ URI（通常は電子メール）を使用するように IM and Presence Service を設定できます。 

 

ユーザの Jabber ID をユーザの電子メールアドレスに似せて、フェデレーテッドパートナーがフェデレーション用

に電子メールアドレスを近いものにできるようにするには、次のように設定します。 

a. ユーザ ID がユーザの sAMAccountName になるように、Unified CM Lightweight Directory Access Protocol

（LDAP）属性を設定。 

b. 電子メールドメインと同じになるように IM and Presence Service プレゼンスドメインを設定。 

c. samaccountname@presencedomain と同じになるように電子メールアドレスを設定。 

 IM and Presence Service によって管理される内部フェデレーションと Cisco Expressway によって管理される外

部フェデレーションは同時にサポートされません。内部フェデレーションのみが必要な場合に、IM and Presence 

Service 上でドメイン間フェデレーションを使用する必要があります。使用可能なフェデレーション導入の設定オプ

ションは次のとおりです。 

 外部フェデレーションのみ（Expressway で管理）。 

 内部フェデレーションのみ（IM and Presence Service によって管理）。 

 IM and Presence Service によって内部および外部フェデレーションが管理されますが、インバウンド接続を許可

するようにファイアウォールを設定する必要があります。 

前提条件 

 Expressway 上で XMPP フェデレーションを有効にする前に、IM and Presence Service 上のドメイン間 XMPP フ

ェデレーションを無効にする必要があります。 

[Cisco Unified CM IM and Presence サービス管理（Cisco Unified CM IM and Presence Service 

Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain Federation）] > 

[XMPP フェデレーション（XMPP Federation）] > [設定（Settings）]に移動して、[XMPP フェデレーションノー

ドのステータス（XMPP Federation Node Status）]が[オフ（Off）]に設定されていることを確認します。 

 XMPP フェデレーションは単一の Expressway クラスタでのみサポートされます。 

 Expressway-C（クラスタ）と Expressway-E（クラスタ）は、『Mobile and Remote Access via Cisco 

Expressway Deployment Guide』で説明されているように、ユニファイドコミュニケーションサービスに対するモ

バイルおよびリモートアクセス用に設定する必要があります。XMPP フェデレーションのみが必要となる場合

（Unified CM へのビデオコールとリモート登録は不要な場合）、次の項目を設定する必要はありません。 

 Unified CM 上での SIP 登録とプロビジョニングをサポートするドメイン、または Unified CM 上での IM and 

Presence Service をサポートするドメイン 

 Unified CM サーバ（IM&P サーバは設定する必要があります） 

 HTTP サーバ許可リスト 
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フェデレーテッドコミュニケーションは、オンプレミスクライアント（IM and Presence Service に直接接続） 

とオフプレミスクライアント（MRA を介して IM and Presence Service に接続）の両方で使用できます。 

 SIP および XMPP フェデレーションは独立していて、相互に影響を与えません。たとえば、IM and Presence サービスの 

SIP フェデレーションと Expressway の外部 XMPP フェデレーションを展開することができます。 

 Expressway を通じて外部 XMPP フェデレーションを導入する場合、IM and Presence Service に対して  

Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager 機能サービスをアクティブ化しないでください。 

 Transport Layer Security（TLS）とグループチャットの両方を使用する場合は、Expressway-C および Expressway-E サ

ーバ証明書のサブジェクト名代替名リストに、IM and Presence Service サーバで設定されたチャットノードエイリアスを

含める必要があります。XMPPAddress または DNS の形式を使用します。Expressway-C は、一連の IM and Presence 

Service サーバを検出すると、その証明書署名要求（CSR）にチャットノードエイリアスを自動的に含めることに注意して

ください。Expressway-E 用の CSR を生成する場合は、Expressway-C 対応の「CSR の作成（Generate CSR）」ページ

からチャットノードエイリアスをコピー、ペーストすることを推奨します。 

設定情報の詳細 

IM and Presence Service で管理する XMPP フェデレーションの設定については、『Cisco Unified Communications Manager 

の IM and Presence Service 用インタードメインフェデレーション』を参照してください。 

Expressway で管理する XMPP フェデレーションの設定については、Expressway 設定ガイドページの『XMPP フェデレー

ションに関する Expressway または IM and Presence Service の使用方法』を参照してください。 

 

  

http://www.cisco.com/c/ja/jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/10_0_1/CUP0_BK_I0607EF2_00_integration-guide-interdomain-federation-100/CUP0_BK_I0607EF2_00_integration-guide-interdomain-federation-100_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/10_0_1/CUP0_BK_I0607EF2_00_integration-guide-interdomain-federation-100/CUP0_BK_I0607EF2_00_integration-guide-interdomain-federation-100_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Cisco XCP ルータの遅延再起動 

Cisco Hosted Collaboration Solution（HCS）の一部である、Cisco XCP ルータの遅延再起動機能は、Expressway-E がマ

ルチテナントモードの場合にのみ使用できます。新しい SIP ドメインを持つ 2 つ目の Unified CM トラバースゾーンを追加

すると、Expressway-E はマルチテナントモードに入ります。 

注：マルチテナントモードでは、Cisco Expressway-E の[システム（System）] > [DNS]ページで、DNS に設定されてい

るホスト名と一致するようにシステムのホスト名を設定する必要があります（X8.10.1 より前では大文字と小文字が区別さ

れます。X8.10.1 以降は大文字と小文字は区別されません）。このようにしなければ、Cisco Jabber クライアントを MRA 

に正常に登録できません。 

マルチテナンシーにより、サービスプロバイダーは複数のテナント間で Expressway-E クラスタを共有できます。各テナ

ントには、共有 Expressway-E クラスタに接続する専用の Expressway-C クラスタがあります。 

Expressway-E クラスタ、または顧客の Expressway-C クラスタで特定の設定を変更すると、共有クラスタ内の各 

Expressway-E で Cisco XCP ルータを再起動する必要があります。マルチテナント Expressway-E クラスタのすべてのノ

ードにわたって Cisco XCP ルータの設定の変更が有効になるには、再起動が必要です。再起動は、 

すべての顧客のすべてのユーザに影響します。 

この再起動の頻度およびユーザへの影響を軽減するには、Cisco XCP ルータの遅延再起動機能を使用できます。 

注：遅延再起動機能が有効になっていない場合、再起動は自動的に行われ、Cisco XCP ルータに影響を与える設定変更を

保存するたびに発生します。複数の設定変更が必要な場合に、Cisco XCP ルータを数回再起動すると、ユーザに悪影響を

及ぼす可能性があります。マルチテナントのお客様は、Cisco XCP ルータの遅延再起動機能を有効にすることを強く推奨

します。 

詳細については、「Expressway 設定ガイド」ページの『Cisco Unified Communications XMPP フェデレーションに関す

る IM and Presence Service or Expressway の使用方法』を参照してください。 

 

  

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Jabber Guest サービスの概要 

Cisco Jabber Guest は消費者企業間（C2B）ソリューションであり、電話機を Cisco Unified Communications Manager 

で登録していない企業のファイアウォール外の人々にシスコの企業テレフォニー範囲を拡張します。 

これにより、外部ユーザはハイパーリンク（電子メールまたは Web ページ内）をクリックすると、H.264 プラグインをユ

ーザのブラウザにダウンロードし、インストール（最初の使用時）することができます。次に、ユーザは http ベースのコ

ール制御を使用して URL を「ダイヤル」し、企業内に事前に定義された宛先にコールを発信します。ユーザがアカウント

を開いたり、パスワードを作成したり、あるいは認証を行ったりする必要はありません。 

コールを発信するには、インターネット内の Jabber Guest クライアントと企業内の Jabber Guest サーバ間のファイアウ

ォールを通過して宛先のユーザエージェント（エンドポイント）に到達するために、Expressway ソリューションをユニフ

ァイドコミュニケーションのゲートウェイ（Expressway-C と Expressway-E 間のセキュアなトラバーサルゾーン）とし

て使用します。 

図 11    Jabber Guest のコンポーネント 

 

情報の範囲 

バージョン X8.7 以前では、Jabber Guest の導入に必要な Expressway のすべての設定項目は管理者ガイドに記載されて

いました。X8.8 以降から、この情報は個別の導入ガイドに記載されています。Jabber Guest の詳細については、次のドキ

ュメントを参照してください。 

 Expressway 設定ガイドのページに用意されている『Cisco Expressway with Jabber Guest Deployment Guide』。 

 「Jabber Guest インストールおよびアップグレードガイド」ページに用意されている、ご使用のバージョンに応じ

た『Cisco Jabber Guest サーバのインストールおよび設定ガイド』。 

 「Jabber Guest メンテナンスおよびオペレーションガイド」ページに用意されている、ご使用のバージョンに応じ

た『Cisco Jabber Guest アドミニストレーションガイド』。 

 Jabber Guest リリースノートのページに用意されている、ご使用のバージョンに応じた『Cisco Jabber Guest 

Release Notes』。 

 

  

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/jabber-guest/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/jabber-guest/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/jabber-guest/products-release-notes-list.html
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Expressway の Meeting Server Web プロキシ 

このオプションにより、外部ユーザは各自のブラウザを使用して Meeting Server スペースに参加したり、管理したりする

ことができます。すべての外部ユーザは、Meeting Server スペースへの URL と Meeting Server にアクセスするためのク

レデンシャルを求めています。 

図 12     Expressway の Meeting Server Web プロキシ 

 

「Expressway 設定ガイド」ページの『Cisco Meeting Server および Cisco Expressway 導入ガイド』（旧称『Cisco 

ExpresswayTraffic Classification 導入ガイド』）。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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プロトコル 

ここでは、SIP および H.323 プロトコルをサポートするように Expressway を設定する方法について説明します。 

注：SIP および H.323 プロトコルは、X8.9.2 以降の新しいバージョンのインストールではデフォルトで無効になっていま

す。[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）]のページを使用して、それらを有効にします。 

H.323 について .................................................................................................................... 87 

H.323 の設定 ........................................................................................................................ 88 

SIP について ......................................................................................................................... 89 

SIP の設定 ............................................................................................................................ 92 

ドメインの設定 ..................................................................................................................... 97 

SIP および H.323 のインターワーキングの設定 .................................................................... 99 

H.323 について 

Expressway は H.323 プロトコルをサポートします。これは H.323 ゲートキーパーです。 

Expressway は、H.323 と SIP 間のインターワーキングも可能にします。これら 2 つのプロトコル間で変換を行って、こ

れらのプロトコルのいずれかしかサポートしないエンドポイントが互いにコールできるようにします。H.323 をサポートす

るには、H.323 モードを有効にする必要があります。 

H.323 ゲートキーパーとしての Expressway の使用 

H.323 ゲートキーパーとして、Expressway は H.323 からの登録を受け入れ、アドレス変換やアドミッション制御などの

コール制御機能を提供します。 

H.323 ゲートキーパーとして Expressway を有効にするには、[H.323 モード（H.323 mode）]を[オン（On）]に必ず設定

してください（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）。 

H.323 エンドポイントの登録 

ネットワーク内の H.323 エンドポイントが Expressway をゲートキーパーとして使用するには、エンドポイントを 

Expressway に登録する必要があります。 

登録先の Expressway を H.323 エンドポイントが見つけるには、手動と自動の 2 つの方法があります。このオプションは、

[ゲートキーパーの検出（Gatekeeper Discovery）] の設定で、エンドポイント自体に設定します（この設定へのアクセス

方法については、エンドポイントのマニュアルを参照してください）。 

 モードが自動に設定されている場合は、検出できる Expressway にエンドポイントが登録しようとします。これは、

Gatekeeper Discovery Request（ゲートウェイ検出要求）を送信し、適格な Expressway がそれに応答することに

よって行われます。 

http://www.cisco.com/
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 モードが手動に設定されている場合は、エンドポイントを登録する Expressway の IP アドレスを指定する必要が 

あり、エンドポイントはその Expressway のみに登録しようとします。 

自動 H.323 登録の回避 

Expressway への H.323 エンドポイントの自動登録を回避することができます。これには、Expressway で[自動検出

（Auto Discovery）]を無効にします（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）。 

登録の更新 

H.323 の [存続時間（Time to live）] 設定で、H.323 エンドポイント登録の更新頻度を制御します。更新頻度は、存続時間

が減少すると高くなります。H.323 エンドポイントが多数ある場合は、TTL を低く設定し過ぎないように注意してください。

大量の登録要求によって Expressway のパフォーマンスに不要な影響を与えます。 

H.323 の設定 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]を選択し、Expressway の[H.323]設定を指定します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

H.323 モード

（H.323 Mode） 

Expressway で H.323 を有効また

は無効にします。デフォルトでは、

H.323 サポートは [オフ（Off）]に

なっています。 

導入する際に H.323 エンドポイントがなくても、Expressway を 

クラスタリングする場合は H.323 モードを有効にする必要があ 

ります。 

登録 UDP ポート

（Registration 

UDP port） 

H.323 UDP 登録用のリスニング 

ポート。 

デフォルトの Expressway 設定では標準的なポート番号を使用しま

す。そのため、最初に設定を行うことなく、そのままで H.323 サー

ビスを使用できます。 

登録競合モード

（Registration 

conflict mode） 

エンドポイントが別の IP アドレス

から現在登録されているエイリアス

の登録を試行した場合のシステムの

動作を決定します。 

[拒否（Reject）]：新しい登録を拒

否します。これがデフォルトです。 

[上書き（Overwrite）]：元の登録

を削除して、新しい登録に置き換え

ます。 

H.323 エンドポイントは、別の IP アドレスから Expressway にす

でに登録されているエイリアスを使用して Expressway に登録しよ

うとする可能性があります。次のようなことがこの理由として考え

られます。 

 異なる IP アドレスのエンドポイントが同じエイリアスを使

用して登録しようとしている。 

 以前に、単一のエンドポイントが特定のエイリアスを使用し

て登録されていた。エンドポイントに割り当ててから変更す

る IP アドレスとエンドポイントが同じエイリアスを使用し

て再登録しようとしている。 

[拒否（Reject）]は、プライオリティによって 2 人のユーザが同じエ

イリアスを使用して登録することを防ぐ場合に役立ちます。[上書き

（Overwrite）] は、不要な登録拒否を回避するためにエンドポイント

に新しい IP アドレスが頻繁に割り当てられるネットワークの場合に

役立ちます。 

クラスタでは、登録競合は、同じピアで登録要求を受信した場合に

のみ検出されます。 

コールシグナリ 

ング TCP ポート

（Call signaling 

TCP port） 

H.323 コールシグナリング用のリ

スニングポート 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

コールシグナリン

グポートの範囲の

開始（Call 

signaling port 
range start）と

終了（end） 

H.323 コールの確立後に使用する

ポート範囲を指定します。 

コールシグナリングポートの範囲は、必要なすべての同時発生コー

ルをサポートするのに十分なものである必要があります。 

存続可能時間

（Time to live） 

H.323 エンドポイントが現在も機

能していることを確認するために 

Expressway に再登録する必要があ

る間隔（秒単位）。デフォルトは 

1800 です。 

古いエンドポイントの中には、システムへの定期的な再登録機能を

サポートしないものもあります。この場合や指定した期間内にエン

ドポイントからの確認をシステムが受けなかった場合は、IRQ をエ

ンドポイントに送信して現在も機能していることを確認します。 

注： 登録の存続時間を短縮しすぎると、登録要求が Expressway へ 

大量に送り付けられるリスクがあり、パフォーマンスに重大な影響 

を及ぼします。この影響はエンドポイントの数に比例します。した 

がって、パフォーマンスを良好に保つ必要性に対して、不定期に発 

生するフェールオーバーの必要性とのバランスをとることが必要です。 

コール存続時間

（Call time to 

live） 

Expressway がコール中のエンド 

ポイントをポーリングし、まだコ 

ール中であることを確認するため 

の間隔（秒単位）デフォルトは 

120 です。 

エンドポイントが応答しない場合、そのコールは切断されます。 

コールタイプがトラバーサルか非トラバーサルかに関係なく、コー

ル中のエンドポイントがポーリングされます。 

自動検出（Auto 

discover） 

エンドポイントが送信したゲート 

キーパー検出要求（Gatekeeper  

Discovery Request）に応答する 

かどうかを決定します。デフォル 

トは [On]です。 

H.323 エンドポイントが Expressway に自動的に登録されること 

を回避するには、[自動検出（Auto discover）]を[オフ（Off）]に 

設定します。つまり、[ゲートキーパーの検出（Gatekeeper 

Discovery）]の設定値が[手動（Manual）]になっており、エンド 

ポイントが Expressway の IP アドレスで設定されている場合は、 

それらのエンドポイントのみを Expressway に登録できます。 

発信者 ID

（Caller ID） 

ISDN ゲートウェイのプレフィック

スを宛先のエンドポイントに提供さ

れる発信者の E.164 番号に挿入す

るかどうかを指定します。 

プレフィックスを含めると、受信者はコールを直接返せます。 

 

SIP について 
Expressway は SIP プロトコルをサポートします。SIP レジストラ、SIP プロキシ、および SIP Presence Server として機

能します。Expressway は SIP と H.323 の間にインターワーキングを実現し、これら 2 つのプロトコル間で変換を行って、

これらのプロトコルのいずれかしかサポートしないエンドポイントが相互にコールできるようにします。 

SIP をサポートするには、次の手順を実行します。 

 SIP モードを有効にする必要があります。 

 少なくても、1 つ以上の SIP トランスポートプロトコル（UDP、TCP、または TLS）がアクティブである必要があ

ります。SIP メッセージのサイズは単一の UDP パケットよりも大きい場合が多いため、ビデオでの UDP の使用は

推奨しません。 

INVITE や SUBSCRIBE など、ルートセットを含むダイアログを形成する要求は拒否されます。ルートセットを含んでいな

い要求は、既存のコール処理ルールに従って、通常どおりにプロキシ経由で送信されます。 
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SIP レジストラとしての Expressway 

エイリアスを介して接続可能な SIP エンドポイントについては、レコードのアドレス（AOR）とその場所を SIP レジストラに

登録する必要があります。SIP レジストラはエンドポイントの AOR に対するエンドポイントの詳細を保持します。AOR はエ

ンドポイントへの接続が可能なエイリアスです。これは SIP URI であり、常に username@domain の形式をとります。 

その AOR 宛のコールを受信すると、SIP レジストラはレコードを参照して対応するエンドポイントを検索します（複数の 

SIP エンドポイントが同じ AOR を同時に使用できます。ただし、すべてのエンドポイントが検出されるようにするには、

それらのエンドポイントすべてを同じ Expressway または Expressway クラスタに登録する必要があります）。 

SIP レジストラは、それ自体が権限を持つドメインでの登録のみを受け入れます。Expressway は最大 200 のドメインの 

SIP レジストラとして機能します。Expressway を SIP レジストラとして機能させるには、その Expressway が権限を持つ

ことになる SIP ドメインでその Expressway を設定する必要があります。これにより、そのドメインに対して登録しよう

とするすべてのエンドポイントに対する登録要求が VCS によって処理されます。また、Expressway は AOR のドメイン

の部分が FQDN でも Expressway の IP アドレスでも登録要求を受け入れます。Expressway が登録要求を受け入れるかど

うかは、登録制御の設定によって異なります。 

ユニファイドコミュニケーション導入環境では、SIP デバイスのエンドポイント登録は Unified CM により行われることが

あります。このシナリオでは、Expressway が Unified CM 登録にセキュアなファイアウォールトラバーサルと回線側サポ

ートを提供します。ドメイン設定時は、ドメインに登録とプロビジョニングのサービス提供元を Cisco Unified 

Communications Manager と Expressway から選択できます。 

SIP エンドポイント登録 

登録するレジストラを SIP エンドポイントが見つけるには、手動と自動の 2 つの方法があります。このオプションは、SIP 

の[サーバ検出（Server Discovery）]オプションでエンドポイント自体に設定されます（この設定へのアクセス方法につい

ては、エンドポイントのマニュアルを参照してください。プロキシ検出と呼ばれる場合もあります）。 

 [サーバ検出（Server Discovery）]モードが自動に設定されている場合、エンドポイントはエンドポイントが登録

を試行するドメインに対する権限を持つ SIP サーバに REGISTER メッセージを送信します。たとえば、エンドポイ

ントを john.smith@example.com という URI で登録しようとしている場合、その要求は example.com ドメインに

対する権限があるレジストラに送信されます。エンドポイントは、ビデオ通信ネットワークの実装方法に応じて、

DHCP や DNS、またはプロビジョニングなどのさまざまな方法で適切なサーバを検出できます。 

 [サーバ検出（Server Discovery）]モードが手動に設定されている場合は、登録するレジストラ（Expressway ま

たは Expressway クラスタ）の IP アドレスまたは FQDN を指定する必要があります。これにより、エンドポイン

トはそのレジストラのみに登録を試行します。 

Expressway は SIP サーバであり、かつ、SIP レジストラです。 

 エンドポイントを Expressway に登録すると、Expressway はそのエンドポイントにインバウンドコールを転送で

きるようになります。 

 Expressway が SIP ドメインを使用して設定されていない場合、その Expressway は SIP サーバとして機能します。

[SIP 登録プロキシモード（SIP registration proxy mode）]の設定に応じて、Expressway はプロキシとして登録

要求を別のレジストラに送信する場合があります。 

登録更新間隔 

システム上での通常レベルのアクティブな登録数に応じて、[標準的な登録更新戦略（Standard registration refresh 

strategy）] を[変動（Variable）]に設定し、次のように更新間隔を設定することができます。 
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アクティブな登録数 最小更新間隔 最大更新間隔 

1 ～ 100 45 60 

101 ～ 500 150 200 

501 ～ 1,000 300 400 

1,000 ～ 1,500 450 800 

1500+ 750 1000 

 

注：H.323 エンドポイントと SIP エンドポイントが混在している場合、Expressway が H.323 登録要求と SIP 登録要求の

両方を受信する数が多すぎると、それらによって Expressway のパフォーマンスが低下する可能性があります。H.323 登

録の存続時間を参照してください。 

登録の復元力を確保する場合は、SIP アウトバウンド登録を次で説明するように使用します。 

SIP 登録の復元力 

Expressway は RFC 5626 に概説されているように、複数のクライアント発信接続（「SIP アウトバウンド」とも呼ばれる）

をサポートします。 

これにより、RFC 5626 をサポートする SIP エンドポイントが複数の Expressway クラスタピアに同時に登録できます。

その結果、復元力が向上します。エンドポイントがあるクラスタピアとの接続を損失した場合でも、別の登録接続の 1  

つを介してコールを受信できます。 

(欠落または誤って切り取り) 

SIP プロキシ サーバとしての Expressway 

[SIP モード（SIP mode）]が有効になっている場合、Expressway は SIP プロキシサーバとして機能します。プロキシサ

ーバの役割は、エンドポイントまたは他のプロキシサーバから要求（REGISTER や INVITE など）をプロキシサーバや宛先

のエンドポイントにさらに転送することです。 

SIP プロキシサーバとしての Expressway の動作は、以下により決定されます。 

 SIP 登録プロキシモードの設定 

 要求ヘッダー内のルートセット（Route Set）情報の存在 

 要求を送信したプロキシサーバが Expressway のネイバーかどうか 

ルートセット（Route Set）は、エンドポイントとレジストラ間で要求をプロキシ経由で送信するときに使用するパスを指

定します。たとえば、REGISTER 要求がプロキシとして Expressway から送信されると、Expressway はパスヘッダーコン

ポーネントをこの要求に追加します。これにより、そのエンドポイントへのコールは Expressway を通過するルーティング

が必要であることが示されます。通常、これはファイアウォールが存在しており、シグナリングが指定されたパスを移動し

てファイアウォールを正常に通過しなければならない場合に必要です。パスヘッダーの詳細については、RFC 3327 を参照

してください。 

ルートセット（Route Set）の情報が含まれている要求を Expressway がプロキシとして送信する場合は、パスに指定され

た URI に直接転送します。Expressway に設定されたすべてのコール処理ルールはバイパスされます。これは、ルートセッ

トの情報が信用できない場合はセキュリティ上のリスクがある可能性があります。そのため、ルートセットを含んでいる要

求を Expressway がプロキシとして送信する方法を[SIP 登録プロキシモード（SIP registration proxy mode）]で次のよ

うに設定できます。 

 [オフ（Off）]：ルートセットを含む要求を拒否します。この設定は、最も高いレベルのセキュリティを提供します。  

 [既知のみにプロキシ経由で送信（Proxy to known only）]：既知のゾーンから要求を受信した場合にのみ、ルート

セットを含んだ要求をプロキシ経由で送信します。 

 [任意の場所にプロキシ経由で送信（Proxy to any）]：ルートセットを含んだ要求を常にプロキシ経由で送信します。 

http://tools.ietf.org/html/rfc5626
http://tools.ietf.org/html/rfc3327
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いずれの場合も、ルートセットを含んでいない要求は、既存のコール処理ルールに従って、通常どおりにプロキシ経由で送

信されます。この設定は、INVITE や SUBSCRIBE など、ダイアログを形成する要求にのみ適用されます。NOTIFY などの

他の要求は、この設定に関係なく、常にプロキシ経由で送信されます。 

登録要求のプロキシ経由での送信 

レジストラとして機能していない（Expressway に SIP ドメインが設定されていない）ドメイン宛の登録要求を 

Expressway が受信した場合は、Expressway はプロキシとしてその登録要求をさらに先に送信する場合があります。 

これは、[SIP 登録プロキシモード（SIP registration proxy mode）]の設定により次のように異なります。 

 [オフ（Off）]：Expressway は登録要求をプロキシ経由で送信しません。「403 Forbidden」メッセージで拒否 

されます。 

 [既知のみにプロキシ経由で送信（Proxy to known only）]：Expressway はプロキシとして既存のコール処理ルー

ルに従って要求を送信しますが、送信先は既知のネイバー、トラバーサルクライアント、およびトラバーサルサー

バゾーンのみです。 

 [任意の場所にプロキシ経由で送信（Proxy to any）]：これは、[既知の場所にプロキシ経由で送信（Proxy to 

known only）] と同じですが、すべてのゾーンタイプ、つまり ENUM ゾーンや DNS ゾーンにも送信します。 

プロキシ経由の登録の許可 

Expressway がプロキシ経由で送信された登録要求を受け取った場合、Expressway の標準的な登録制御の他に、要求を受

け取ったゾーンに応じて Expressway が登録を受け入れるかどうかも制御できます。これを行うには、[プロキシ経由の登

録を許可（Accept proxied registrations）]をゾーンの設定時に設定します。 

プロキシ経由で送信された登録は、プロキシ経由で最後に送信されたゾーンに属するものとして分類されます。これは、

Expressway 内のサブゾーンに割り当てられるプロキシ経由で送信されていない登録要求とは異なります。 

SIP プレゼンス サーバとしての Expressway 

Expressway は、SIP ベースの SIMPLE プロトコルをサポートします。このような VCS は権限を持つ SIP ドメインのプレ

ゼンスサーバおよびプレゼンスユーザエージェントとして機能することができます。Expressway を SIP プレゼンスサーバ

として有効にして使用する方法について詳しくは、プレゼンスの項を参照してください。 

SIP の設定 

[SIP]ページ（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP]）を使用して、次を含めて、Expressway 上

で SIP の設定値を設定します。 

 SIP 機能と SIP 固有のトランスポートモードおよびポート 

 TLS 接続の証明書失効確認モード 

 標準的な登録およびアウトバンド登録の登録制御 

SIP 機能と SIP 固有のトランスポート モードおよびポート 

ここでは、SIP 機能を有効にし、SIP 固有のさまざまなトランスポートモードとポートを設定するための基本的な設定につ

いて説明します。設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

SIP モード（SIP 

mode） 

Expressway で SIP 機能（SIP レジストラおよび SIP プ 

ロキシサービス）を有効または無効にします。デフォル 

トは [オフ（Off）]です。 

プレゼンスサーバまたはプレゼンスユーザ

エージェントのいずれかを使用するには、

このモードを有効にする必要があります。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

SIP プロトコルとポ

ート（SIP protocols 

and ports） 

Expressway は UDP、TCP、および TLS 転送プロトコル

を使用した SIP をサポートします。[モード（Mode）]設

定と[ポート（Port）]設定を使用して、前述のプロトコル

を使用した着信接続と発信接続をサポートするかどうかを

設定します。サポートする場合は、Expressway がこれら

の接続をリッスンするポートです。 

デフォルトのモードは次のとおりです。 

 UDP モード：オフ 

 TCP モード：オフ 

 TLS モード：オン 

 相互 TLS モード：オフ 

SIP 機能を有効にするには、トランスポー

トプロトコルの 1 つ以上を[オン（On）]

にする必要があります。 

TLS と MTLS の両方を使用する場合は、

別々のポートで有効にすることをお勧めし

ます。MTLS にポート 5061 を使用する場

合は、[メディア暗号化モード（Media 

encryption mode）]を[自動（Auto）]に

切り替えて B2BUA を関与を防ぐ必要があ

ります。 

TCP アウトバウンド

ポートの開始/終了

（TCP outbound 

port start/end） 

TCP 接続と TLS 接続が確立されたときに Expressway が

使用するポートの範囲。 

必要な同時発生接続すべてをサポートする

のに十分な範囲である必要があります。 

セッション更新間隔

（Session refresh 

interval） 

SIP コールのセッション更新要求間に許容される最大時

間。デフォルトは 1800 秒です。 

詳細については、RFC 4028 の Session-

Expires の定義を参照してください。 

最小セッション更新

間隔（Minimum 

session refresh 
interva） 

SIP コールのセッション更新間隔を Expressway がネゴシ

エートする最小値。デフォルトは 500 秒です。 

詳細については、RFC 4028 の Min-SE 

header の定義を参照してください。 

TLS ハンドシェイク

のタイムアウト

（TLS handshake 

timeout） 

TLS ソケットのハンドシェイクのタイムアウト時間。デフ

ォルトは 5 秒です。 

TLS サーバ証明書の検証が遅く（OCSP サ

ーバがタイムリーに応答を返さないな

ど）、そのために接続試行がタイムアウト

になる場合は、この値を引き上げることが

できます。 
 

証明書失効確認モード 

ここでは、SIP TLS 接続の証明書失効確認モードについて説明します。設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

証明書失効確認モー

ド（Certificate 

revocation checking 
mode） 

失効確認が SIP TLS 接続の確立時に交換された証明書に

対し実行されるかどうかを制御します。 

失効確認をイネーブルにすることを推奨し

ます。 

OCSP を使用（Use 

OCSP） 

Online Certificate Status Protocol（OCSP）を証明書失

効確認を実行するために使用するかどうかを制御します。 

OCSP を使用するには、以下の条件が必 

要です。 

 チェック対象の X.509 証明書に 

OCSP レスポンダの URI が含まれ

ている必要があります。 

 OCSP レスポンダーは、SHA-256 

ハッシュアルゴリズムをサポート 

している必要があります。サポー 

トされていない場合、OCSP 失効チ

ェックと証明書検証は失敗します。 

http://tools.ietf.org/html/rfc4028
http://tools.ietf.org/html/rfc4028
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

CRL を使用（Use 

CRLs） 

証明書失効リスト（CRL）を証明書失効確認を実行する 

ために使用するかどうかを制御します。 

CRL は、証明書が OCSP をサポートし 

ていない場合に使用できます。 

CRL は手動で Expressway にロードした

り、事前に設定された URI から自動的に

ダウンロードしたりできます（証明書失効

リスト（CRL）の管理（288）を参照）あ

るいは、X.509 証明書に含まれている 

CRL 配布ポイント（CDP）URI からも自

動的にダウンロードすることもできます。 

CDP からの CRL のダ

ウンロードを許可す

る（Allow CRL 

downloads from 
CDPs） 

X.509 証明書に含まれる CDP URI からの CRL のダウン

ロードを許可するかどうかを制御します。 

  

フォールバック動作

（Fallback 

behavior） 

たとえば、失効の送信元に連絡を取れないなど、失効 

ステータスを確立できない場合に、失効確認の動作を 

制御します。 

[失効として処理（Treat as revoked）]：証明書を失効した 

として処理します（そのため、TLS 接続を許可しません）。 

[失効していないものとして処理（Treat as not revoked）]：

失効していないものとして証明書を処理します。 

デフォルト：[Treat as not revoked] 

[失効していないものとして処理（Treat as 

not revoked）] では、失効の送信元に連絡

をとれない場合、システムは通常の方法で

稼働し続けますが、失効した証明書が承認

される可能性があることを意味します。 

 

登録制御 

ここでは、標準的な SIP 登録とアウトバウンド SIP 登録の登録制御について説明します。設定可能なオプションは次のと

おりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

標準的な登録更新戦

略（Standard 

registration refresh 
strategy） 

標準的な登録に SIP 登録の有効期限（SIP エンドポイント

を再登録してその登録の期限切れを回避する期間）の生成

に使用する方法。 

[最大（Maximum）]：設定した最大更新値と登録で要求

された値のうちの小さいほうを使用します。 

[変動（Variable）]：設定した最小更新値と、設定した最

大更新値と登録で要求された値のいずれか小さいほうの値

の間でランダム値を生成します。 

デフォルトは [最大（Maximum）]です。 

[最大（Maximum）]の設定では、指定した

最大と最小の範囲内であれば、要求された

値を使用します。 

[変動（Variable）]設定では、負荷を継続

的に分散するように、各登録（および再登

録）要求にランダムの更新期間を計算しま

す。Expressway は要求された値よりも大

きい値を返すことはありません。 

これは、Expressway に登録されたエンド

ポイントのみに適用されます。

Expressway を経由して送信された登録の

エンドポイントには適用されません。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

標準的な登録更新の

最小値（Standard 

registration refresh 
minimum） 

標準的な登録についての SIP 登録更新期間の最小許容

値。これよりも小さな値の要求は、「423 Interval Too 

Brief」応答で登録が拒否されます。デフォルトは 45 秒 

です。 

「登録の更新間隔（90 ページ）」を参照

してください。 

標準的な登録更新の

最大値（Standard 

registration refresh 
maximum） 

標準的な登録についての SIP 登録更新期間の最大許容

値。これよりも大きな値の要求では、小さな値が返される

ことになります（[標準的な登録更新戦略（Standard 

registration refresh strategy）] に従って計算されま

す）。デフォルトは 60 秒です。 

  

アウトバウンド登録

更新戦略

（Outbound 

registration refresh 
strategy） 

アウトバウンド登録についての SIP 登録有効期限の生成

に使用する方法。 

[最大（Maximum）]：設定した最大更新値と登録で要求

された値のうちの小さいほうを使用します。 

[変動（Variable）]：設定した最小更新値と、設定した最

大更新値と登録で要求された値のいずれか小さいほうの値

の間でランダム値を生成します。 

デフォルトは [変動（Variable）]です。 

これらのオプションは、[標準的な登録更

新戦略（Standard registration refresh 

strategy）]と同様に動作します。 

ただし、アウトバウンド登録では、標準的

な登録よりもかなり大きな最大値を使用で

きます。これは、標準的な登録が再登録メ

カニズムを使用してサーバとの接続を有効

に保つためです。アウトバウンド登録で

は、キープアライブプロセスはリソースの

消費が少ない別のプロセスで処理され、再

登録（リソースの消費が多い）の頻度を低

くできます。 

アウトバウンド登 

録更新の最小値

（Outbound 

registration refresh 
minimum） 

アウトバウンド登録についての SIP 登録更新期間の最小

許容値。これよりも小さな値の要求は、「423 Interval 

Too Brief」応答で登録が拒否されます。デフォルトは 

300 秒です。 

  

アウトバウンド登録

更新の最大値

（Outbound 

registration refresh 
maximum） 

アウトバウンド登録についての SIP 登録更新期間の最大

許容値。これよりも大きな値の要求では、小さな値が返さ

れることになります（[アウトバウンド登録更新戦略

（Outbound registration refresh strategy）] に従って計

算されます）。デフォルトは 3600 秒です。 

  



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

プロトコル 

 

96 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

SIP 登録プロキシ 

モード（SIP 

registration proxy 
mode） 

Expressway がレジストラとして機能していないドメイン

宛の登録要求を受信したときに、プロキシ経由の登録とル

ートセットを含んだ要求をどのように処理するかを指定し

ます。 

[オフ（Off）]：登録要求はプロキシ経由で送信されませ 

ん（ただし、Expressway がそのドメインのレジストラ 

としての権限がある場合は、ローカルで許可されます）。

既存のルートセットを含む要求は拒否されます。 

[既知のみにプロキシ経由で送信（Proxy to known 

only）]：既存のコール処理ルールに従ってプロキシ経由で

登録を送信しますが、送信先は既知のネイバー、トラバー

サルクライアント、およびトラバーサルサーバゾーンのみ

です。既知のゾーンから要求を受信した場合にのみ、ルー

トセットを含んだ要求をプロキシ経由で送信します。 

[任意の場所にプロキシ経由で送信（Proxy to any）]：既

存のコール処理ルールに従って、登録要求を既知のすべて

のゾーンに送信します。ルートセットを含んだ要求は常に

プロキシ経由で送信します。 

デフォルトは [オフ（Off）]です。 

詳細については、「プロキシ登録要求

（92）」を参照してください。 

 

認証制御 

ここでは、委任クレデンシャルチェックを有効にする場合のデバイス認証について説明します。設定可能なオプションは次

のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

委任クレデンシ 

ャルチェック

（Delegated 

credential 

checking） 

SIP メッセージのクレデンシャルチェックをトラバーサルゾーン 

を介して別の Expressway に委任するかどうかを制御します。 

[オフ（Off）]：認証チャレンジを実行する Expressway で関連ク

レデンシャルチェックのメカニズム（ローカルデータベース、

Active Directory サービスまたは LDAP を介して H.350 ディレク

トリ）を使用します。 

[オン（On）]：クレデンシャルチェックをトラバーサルクライア 

ントに委任します。 

デフォルトはオフです。 

委任されたクレデンシャルチェック

は、トラバーサルサーバとトラバー

サルクライアントの両方で有効にす

る必要があります。 

詳細については、「委任クレデンシ

ャルチェック」を参照してくだ 

さい。 

 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
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SIP 詳細設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

SIP の最大サイズ

（SIP max size） 

サーバが処理できる SIP メッセージの最大サイズ（バイト単位）を

指定します。 

デフォルトは 32,768 バイトです。 

Expressway と MeetingServer を使

用して Microsoft をデュアルホーム

会議と相互運用していて、AVMCU 

が Microsoft 側で呼び出される場合

は、32768 以上の値を指定すること

を推奨します。 

SIP TCP 接続の 

タイムアウト

（SIP TCP 

connect 

timeout） 

発信 SIP TCP 接続が確立されるまで待機する最大秒数を指定 

します。 

デフォルトは 10 秒です。 

この値を引き下げると、切断ルート

（SIP プロキシピアへ送信できない

など）の試行から良好なルートへフ

ェールオーバーするまでの時間を短

縮できます。 

高遅延ネットワークの場合は、接続

を確立するための時間を十分に残し

ておくよう注意してください。 

 

破損した/不正な SIP メッセージ（CLI）に対する接続の維持 

X8.11 以降、（Web ユーザインターフェイスではなく）CLI コマンドを使用して、不正な、または破損した SIP メッセー

ジを受信したとしても接続を開いたままにするようにオプションで Expressway を設定できます。これは、必須ではない 

ヘッダーのみに指定することも、必須ヘッダーにも指定することもできます。「Zones Zone [1..1000] Neighbor 

RetainConnectionOnParseErrorMode: <mode>（499 ページ）」を参照してください。 

ドメインの設定 

「ドメイン（Domains）」ページ（[設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）]）にこの Expressway が管理する 

SIP ドメインのリストが表示されます。 

ドメイン名は複数のレベルで構成できます。各レベルの名前に使用できるのは文字、数字、ハイフンのみで、各レベルはピ

リオド（ドット）で区切ります。レベル名はハイフンで開始または終了できません。また、最後のレベル名は文字で開始す

る必要があります。有効なドメインの例としては、100.example-name.com などがあります。 

Index カラムに示した値は、%localdomain1%、%localdomain2%、. . .%localdomain200%パターンマッチング変数の数

値要素に対応します。 

最大 200 のドメインを設定できます。（Expressway-E のドメインは設定できません。） 

ユニファイド コミュニケーションのサポート対象のサービスの設定（Expressway-C のみ） 

Expressway-C をユニファイドコミュニケーションのモバイルおよびリモートアクセス用に設定する場合は、各ドメインが

サポートするサービスを選択する必要があります。次のオプションがあります。 
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 Expressway での SIP 登録とプロビジョニング：Expressway が、この SIP ドメインに対する権限を持ちます。

Expressway はこのドメインの SIP レジストラとして（および VCS システムの場合はプレゼンスサーバとしても）

機能し、このドメインを含むエイリアスの登録を試みるすべての SIP エンドポイントの登録要求を受け入れます。

デフォルトは [On]です。 

 Unified CM での SIP 登録およびプロビジョニング：この SIP ドメインのエンドポイントの登録、コール制御およ

びプロビジョニングのサービスが Unified CM によって提供されます。Expressway はユニファイドコミュニケー 

ションゲートウェイとして機能し、Unified CM 登録にセキュアなファイアウォールトラバーサルおよび回線側の 

サポートを提供します。デフォルトはオフです。 

 IM and Presence Service：この SIP ドメインのインスタントメッセージングおよびプレゼンスサービスは、

Unified CM IM and Presence サービスによって提供されます。デフォルトはオフです。 

 XMPP フェデレーション：このドメインとパートナードメイン間の XMPP フェデレーションを有効化します。 

デフォルトはオフです。 

 展開：複数の展開がある場合は、ドメインと、選択された展開を関連付けます。1 つの展開のみが存在する場合

（常に少なくとも 1 つの展開が存在する）、この設定はありません。 

1 つ以上の既存ドメインが Unified CM 上の IM and Presence サービスまたは XMPP フェデレーションに設定されている

と、ドメイン設定の変更によって Expressway-C と Expressway-E の両方の XCP ルータが自動的に再起動します。 

エンドユーザへの影響としてはフェデレーションが一時的に失われ、Mobile and Remote Access を使用している Jabber 

クライアントは一時的に切断されます。クライアントは短時間で自動的に再接続されます。 

委任クレデンシャル チェックの設定（Expressway-E のみ） 

[委任クレデンシャルチェック（delegated credential checking）]（[設定（Configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [SIP]）を有効にしている場合、このドメインの SIP メッセージのクレデンシャルチェックを委任す 

るときに使用するトラバーサルゾーンを指定する必要があります。これは、Expressway がサービスプロバイダーおよ 

び SIP レジストラとして機能している SIP ドメインにのみ適用されます。 

必要に応じて、SIP ドメインごとに異なるゾーンを指定できます。 

この Expressway-E を使用してクレデンシャルチェックを継続する場合は、[委任しない（Do not delegate）]を選択します。 

クレデンシャルチェックサービスのテスト 

クレデンシャルチェックを委任されている Expressway がメッセージを受信して、関連の認証チェックを実行できるかどう

か確認するには、以下の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）] に移動します。 

2. 関連するドメインを選択します。 

3. [クレデンシャルチェックサービスのテスト（Test credential checking service）] をクリックします。 

[結果（Results）]セクションが表示され、受信側の Expressway にトラバーサルゾーン経由で到達できるかどうか、

また、NTLM と SIP の両方のダイジェストタイプのチャレンジのクレデンシャルチェックを実行できるかどうかが

示されます。 

ビデオネットワークで NTLM 認証を使用していない場合、受信側の Expressway には Active Directory サービスへ

の接続が設定されていないため、NTLM のチェックは失敗します。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_delegated_credential_checking.htm
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SIP および H.323 のインターワーキングの設定 

「インターワーキング（Interworking）」ページ（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [インターワ

ーキング（Interworking）]）では、Expressway が SIP コールと H.323 コール間のゲートウェイとして機能するかどうか

を設定できます。あるプロトコルから別のプロトコルへのコールの変換を「インターワーキング」と呼びます。 

デフォルトでは、Expressway は SIP から H.323 へと、H.323 から SIP へのゲートウェイとして機能しますが、コールに

関与しているエンドポイントの少なくとも 1 つがローカルに登録されている場合に限ります。この設定を、関与するエンド

ポイントがローカルに登録されているかどうかに関係なく、Expressway が SIP から H.323 へのゲートウェイとして機能

するように変更できます。また、インターワーキングを完全に無効にするオプションもあります。 

この H.323 <-> SIP インターワーキングモードのオプションは、次のとおりです。 

 [オフ（Off）]：Expressway は SIP から H.323 へのゲートウェイとして機能しません。 

 [登録済みのみ（Registered only）]：Expressway は SIP から H.323 へのゲートウェイとして機能しますが、これ

は、エンドポイントの 1 つがローカルに登録されている場合に限ります。 

 [オン（On）]：Expressway は、エンドポイントがローカルに登録されているかどうかに関係なく、SIP から H.323 

へのゲートウェイとして機能します。 

この設定を [登録済みのみ（Registered only）]のままにしておくことをお勧めします。ネットワークが正しく設定されて

いない場合は、[オン（On）]に設定すると（すべてのコールがインターワーキングされる）、H.323 エンドポイント間のコ

ールが SIP で行われる、またはその逆などの不要なインターワーキングが発生することになる可能性があります。 

SIP から H.323 へのゲートウェイとして機能する Expressway へのコールが RMS コールです。Expressway は常に、SIP 

側と H.323 側でペイロードタイプを個別にネゴシエートできるように SIP ～ H.323 のインターワーキングコールを取得し、

これらをメディアパスとして書き直します。 

また、SIP SDP ネゴシエーションでは、複数のコーデック機能を承認でき（複数のビデオコーデックを受け入れることがで

き）、SIP デバイスはいつでも自由に使用するコーデックをコール内で変更できます。Expressway はメディアパスに存在

するため、これが行われると、メディアが変更されるたびに（必要に応じて）H.323 デバイスへの論理チャンネルを開閉し、

そのメディアを正しく通過させます。 

プロトコルによる検索 

ゾーンを検索する場合、Expressway は最初に着信コールのプロトコルを使用して検索を実行します。検索に失敗すると、

Expressway は、送信元と [インターワーキングモード（Interworking mode）]に応じて、代替プロトコルを使用して、ゾ

ーンを再度検索します。また、ゾーンは有効になっている関連プロトコルで設定されている必要があります（デフォルトで

は、SIP と H.323 はゾーンで有効になっています）。 

 要求をネイバーシステムから受け取っており、[インターワーキングモード（Interworking mode）]が[登録済みの

み（Registered only）]に設定されている場合、Expressway は両方のプロトコルを使用してローカルゾーンを検索

し、その他のゾーンにはネイティブのプロトコルのみを使用して検索します（エンドポイントの一方がローカルに

登録されている場合にのみコールをインターワーキングするため）。 

 [インターワーキングモード（Interworking mode）]が[オン（On）]に設定されているか、または要求がローカル

に登録されているエンドポイントから発信されたものである場合、Expressway は両方のプロトコルを使用して、

ローカルゾーンとすべての外部ゾーンを検索します。 

H.323 番号をダイヤルするための SIP エンドポイントの有効化 

SIP エンドポイントは、name@domain などの形式の URI でのみ、コールすることができます。発信者がコールの実行時にド

メインを指定しない場合、SIP エンドポイントは自動的に自身のドメインをダイヤルされた番号に追加します。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Reference/traversal_calls.htm
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つまり、SIP エンドポイントから 123 をダイヤルすると、123@domain が検索されます。ダイヤルする H.323 エンドポイン

トが 123 として登録されている場合、Expressway はエイリアスの 123@domain を見つけることができずにコールは失敗し

ます。これを解決するには、次のいずれかを実行します。 

 H.323 と SIP の両方で、すべてのエンドポイントが name@domain の形式のエイリアスで登録するようにします。 

 事前検索トランスフォーメーションを number@domain の形式の URI のエイリアスの@domain 部分を取り除いて 

Expressway 上に作成します。 

事前検索トランスフォーメーションの設定方法については、事前検索トランスフォーメーションの項を、H.323 番

号からドメイン名を取り除く方法については H.323 番号にダイヤルする @domain の除去の項を参照してください。 

DTMF 信号のインターワーキング 

SIP コールの場合、Expressway は RTP ペイロードに DTMF シグナリング用の RFC 2833 を実装しています。 

H.323 コールの場合、Expressway は DTMF シグナリング用の H.245 UserInputIndication を実装しています。dtmf をサ

ポートしている唯一の UserInputCapability です。Expressway は他の H.245 ユーザ入力機能（basicString や

generalString など）をサポートしません。 

Expressway が SIP と H.323 間でコールをインターワーキングしている場合、DTMF シグナリングもインターワーキング

しますが、これは RFC 2833 DTMF と H.245 ユーザ入力インジケータ「dtmf」と「basicString」間に限ります。 
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登録制御 

ここでは、[設定（Configuration）] > [登録（Registration）]メニューに表示されるページについて説明します。 

登録について ...................................................................................................................... 101 

許可リストと拒否リストについて ....................................................................................... 104 

外部サービスを使用するための登録ポリシーの設定 ............................................................ 106 

登録について 

Expressway を H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラとして使用するエンドポイントでは、そのエンドポイントを

最初に Expressway に登録する必要があります。Expressway は、次のメカニズムを使用して登録を許可するデバイスを制

御するように設定できます。 

 エンドポイントが提供するユーザ名とパスワードに基づくデバイス認証プロセス 

 許可リストまたは拒否リストを使用した登録制限ポリシー、または Expressway に登録できるエイリアスと登録で

きないエイリアスを指定するための外部ポリシーサービス 

 サブゾーンメンバーシップルールとサブドメイン登録ポリシーを指定した、IP アドレスおよびサブネット範囲に基

づく制限 

これらのメカニズムは併用できます。たとえば、社内ディレクトリからエンドポイントの ID を確認するために認証を使用

し、これらの認証済みのエンドポイントのうちのどれが特定の Expressway に登録できるかを制御するために登録制限を使

用できます。 

また、次のようなプロトコル固有の一部の動作も制御できます。 

 H.323 登録に対する[登録競合モード（Registration conflict mode）]設定と[自動検出（Auto discover）]設定 

 [SIP 登録プロキシモード（SIP registration proxy mode）]（SIP 登録用） 

クラスタ内のピア間での登録の管理方法に関する特定の情報については、「ピア間での登録の共有（161 ページ）」の項を

参照してください。 

ユニファイドコミュニケーション導入環境では、SIP デバイスのエンドポイント登録は Unified CM により行われることが

あります。このシナリオでは、Expressway が Unified CM 登録にセキュアなファイアウォールトラバーサルと回線側サポ

ートを提供します。ドメイン設定時は、ドメインに登録とプロビジョニングのサービス提供元を Cisco Unified 

Communications Manager と Expressway から選択できます。 

http://www.cisco.com/
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登録する Expressway の検出 

エンドポイントを Expressway に登録する前に、登録できる、または登録が必要な Expressway を特定する必要があ 

ります。エンドポイントでこの設定を行いますが、プロセスは SIP と H.323 で異なります。 

MCU、ゲートウェイ、コンテンツ サーバの登録 

ゲートウェイ、MCU、コンテンツサーバなどの H.323 システムも Expressway に登録できます。これらは、ローカルに登

録されたサービスと呼ばれます。これらのシステムは、登録時に Expressway に提供する独自のプレフィックスを使用して

設定されます。これにより、Expressway はそのプレフィックスで始まるすべてのコールを必要に応じてゲートウェイ、

MCU、またはコンテンツサーバにルーティングすることを認識します。また、これらのプレフィックスは登録の制御にも

使用できます。 

SIP デバイスはプレフィックスを登録できません。ダイヤルプランで SIP デバイスには特定のプレフィックスを介して到達

するように指定している場合は、使用するプレフィックスと等しいパターンマッチを使用して、検索ルールを関連付けたネ

イバーゾーンとしてデバイスを追加する必要があります。 

登録制限ポリシーの設定 

「登録設定（Registration configuration）」ページ（[設定（Configuration）] > [登録（Registration）] > [設定

（Configuration）]）を使用して、Expressway による登録の管理方法を制御します。 

[制限ポリシー（Restriction policy）]オプションは、Expressway に登録できるエンドポイントの決定時に使用するポリシ

ーを指定します。次のオプションがあります。 

 [なし（None）]：どのエンドポイントも登録できます。 

 [許可リスト（Allow List）]：[許可リスト（Allow List）] 内のエントリに一致するエイリアスを持つエンドポイント

のみが登録できます。 

 [拒否リスト（Deny List）]：[拒否リスト（Deny List）] のエントリに一致しない限り、すべてのエンドポイントが

登録できます。 

 [ポリシーサービス（Policy service）]：外部ポリシーサービスで許可された詳細を使用して登録するエンドポイン

トのみが登録できます。 

デフォルトは [なし（None）]です。 

また、[許可リスト（Allow List）]または[拒否リスト（Deny List）]を使用する場合は、適切な[登録許可リスト

（Registration Allow List）]または[登録拒否リスト（Registration Deny List）]の設定ページに移動してリストを作成する

必要があります。 

すべての登録制限ポリシーの決定を外部サービスに照会する場合は、[ポリシーサービス（Policy service）]オプションを使

用します。このオプションを選択すると、外部サービスの接続の詳細情報を指定できる一連の設定フィールドが新たに表示

されます。「外部サービスを使用するための登録ポリシーの設定（106 ページ）」を参照してください。 

エイリアスの登録 

デバイス登録プロセス（必要な場合）が完了した後、エンドポイントはそのエイリアスを Expressway に登録しようと試みます。 

H.323 

登録時に H.323 エンドポイントは次のうちの 1 つ以上を Expressway に提供します。 

 1 つ以上の H.323 ID 

 1 つ以上の E.164 エイリアス 

 1 つ以上の URI 
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登録済みの他のエンドポイントのユーザは、これらのエイリアスのいずれかをダイヤルすることでそのエンドポイントをコ

ールできます。 

 URI を使用して H.323 エンドポイントを登録することを推奨します。これにより、SIP エンドポイントは標準とし

て URI を使用して登録されるため、SIP と H.323 間のインターワーキングが促進されます。 

 機密情報を公開するエイリアスは使用しないでください。H.323 の特性上、コールセットアップ情報は暗号化され

ていない形式で交換されます。 

SIP 

登録時に SIP エンドポイントは、連絡先アドレス（IP アドレス）と論理アドレス（レコードのアドレス）を Expressway 

に提供します。論理アドレスは、そのエンドポイントのエイリアスと見なされ、一般的に URI の形式をとります。 

H.350 ディレクトリの認証と登録 

Expressway が H.350 ディレクトリサービスを使用して登録要求を認証する場合、[登録用エイリアスの送信元（Source 

of aliases for registration）]の設定を使用して、エンドポイントによる登録の試行を許可するエイリアスを特定します。

詳細については、「LDAP 経由の H.350 ディレクトリサービスルックアップの使用」を参照してください。 

既存のエイリアスを使用した登録の試行 

エンドポイントは、システムにすでに登録されているエイリアスを使用して Expressway に登録しようとする場合がありま

す。これをどのように管理するかは、Expressway がどのように設定されているかと、エンドポイントが SIP か H.323 か

によって異なります。 

 H.323：H.323 エンドポイントは、別の IP アドレスから Expressway にすでに登録されているエイリアスを使用し

て Expressway に登録しようとする可能性があります。この場合に Expressway の動作を制御するには、「H.323」

ページ（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）で[登録競合モード（Registration 

conflict mode）]を設定します。 

 SIP：SIP エンドポイントには、別の IP アドレスからすでに使用されているエイリアスを使用した登録が常に許可

されます。このエイリアス宛のコールを受信すると、そのエイリアスを使用して登録されているすべてのエンドポ

イントが同時にコールされます。この SIP 機能は「フォーキング」と呼ばれます。 

登録のブロック 

[拒否リスト（Deny List）]を使用するように Expressway を設定している場合は、登録をブロックするオプションがありま

す。このオプションはそのエンドポイントが使用するすべてのエイリアスを [拒否リスト（Deny List）] に追加します。 

既存の登録の削除 

制限ポリシーはアクティブになると、その時点以降のすべての登録要求を制御します。ただし、既存の登録は、新しいリス

トがブロックしても、そのまま残ります。したがって、制限ポリシーを実装した後は、既存の不要な登録すべてを手動で削

除することを推奨します。 

登録を手動で削除するには、[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイスごと（By device）]に移動し、

削除する登録を選択して [登録解除（Unregister）]をクリックします。 

登録されているデバイスがアクティブコールに参加しており、その登録を削除した（または期限が切れた）場合、コールへ

の影響はプロトコルによって次のように異なります。 

 H.323：コールが停止します。 

 SIP：デフォルトでは、コールは有効な状態のままになります。SIP の動作は変更できますが、CLI で

xConfiguration SIP Registration Call Remove コマンドを使用する必要があります。 
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再登録 

すべてのエンドポイントは定期的に Expressway に再登録し、登録を有効状態に維持する必要があります。手動で登録を削

除しない場合は、エンドポイントが再登録をしようとした時点で削除されますが、これは、エンドポイントが使用している

プロトコルによって次のように異なります。 

 H.323 エンドポイントは「軽量の」再登録を使用することがあります。これには、最初の登録で提供されたすべて

のエイリアスは含まれておらず、再登録が制限ポリシーによってフィルタリングされない可能性があります。この

場合、登録は登録タイムアウト期間の終了時に期限切れにならないため、手動で削除する必要があります。 

 SIP の再登録には、最初の登録と同じ情報が含まれるため、制限ポリシーによってフィルタリングされます。つまり、

リストがアクティブになった後にすべての SIP アプリケーションが登録タイムアウト期間の終了時点で表示されな

くなります。 

再登録の頻度は、[SIP]（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP]）の[登録制御（Registration 

controls）]の設定と、[H.323]（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）の[存続時間（Time 

to live）]の設定で決まります。 

注：登録の存続時間を短縮しすぎると、登録要求が Expressway へ大量に送り付けられるリスクがあり、パフォーマンスに

重大な影響を及ぼします。この影響はエンドポイントの数に比例します。したがって、パフォーマンスを良好に保つ必要性

に対して、不定期に発生するフェールオーバーの必要性とのバランスをとることが必要です。 

許可リストと拒否リストについて 

エンドポイントが Expressway への登録を試行するときに、エイリアスのリストを提供します。Expressway が提供する登

録を許可するエンドポイントを制御するための方法の 1 つは、[制限ポリシー（Restriction policy）]ページ（「登録制限

ポリシーの設定（102 ページ）」）を[許可リスト（Allow List）]または[拒否リスト（Deny List）]に設定してから、必要

に応じて [許可リスト（Allow List）] か [拒否リスト（Deny List）] のエンドポイントのエイリアスのいずれかを含めるこ

とです。各リストには、最大で 2,500 のエントリを含めることができます。 

エンドポイントが登録を試行すると、エイリアスのそれぞれが関連リストのパターンと比較され、一致するかどうかが確認

されます。登録を許可または拒否するために [許可リスト（Allow List）] または [拒否リスト（Deny List）] に表示される

エイリアスは 1 つのみである必要があります。 

たとえば、[制限ポリシー（Restriction policy）]が[Deny List（拒否リスト）]に設定されており、エンドポイントが 3 つ

のエイリアスを使用して登録しようとした場合にそのうちの 1 つが [Deny List（拒否リスト）] のパターンに一致していれ

ば、そのエンドポイントの登録は拒否されます。同様に、[制限ポリシー（Restriction policy）]が[Allow List（許可リス

ト）]に設定されている場合にそれらすべてのエイリアスを使用した登録が許可されるには、エンドポイントのエイリアス

の 1 つのみが [Allow List（許可リスト）] のパターンに一致する必要があります。 

[許可リスト（Allow List）] と [拒否リスト（Deny List）] は相互に排他的です。使用できるのは常にどちらか 1 つです。

また、サブゾーンレベルでも登録を制御できます。各サブゾーンの登録ポリシーは、サブゾーンメンバーシップルールを介

して割り当てられた登録を許可または拒否するように設定できます。 

[登録許可リスト（Registration Allow List）] の設定 

「登録許可リスト（Registration Allow List）」ページ（[設定（Configuration）] > [登録（Registration）] > [Allow 

List（許可リスト）]）には、Expressway への登録が許可されるエンドポイントのエイリアスとエイリアスパターンが表示

されます。登録を許可するには、[許可リスト（Allow List）] のエントリにエンドポイントのエイリアスの 1 つが一致して

いる必要があります。 

[許可リスト（Allow List）] を使用するには、「登録設定（Registration configuration）」ページにある[Allow List（許可

リスト）]の[制限ポリシー（Restriction policy）]を選択する必要があります。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

説明（Description） エントリの任意の自由形式の説明。   

パターンタイプ

（Pattern type） 

[パターン文字列（Pattern string）] 

とエイリアスを一致させる方法。次 

のオプションがあります。 

[完全一致（Exact）]：エイリアスは 

パターン文字列に正確に一致する必 

要があります。 

[プレフィックス（Prefix）]：エイリ 

アスはパターン文字列で開始される 

必要があります。 

[サフィックス（Suffix）]：エイリア 

スはパターン文字列で終了する必要 

があります。 

[正規表現（Regex）]：パターン文字

列は正規表現です。 

パターンが特定のエイリアスに一致するかどうかは、[パター

ンの確認（Check pattern）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [パターンの確認

（Check pattern）]）を使用してテストできます。 

パターン文字列

（Pattern string） 

エイリアスと比較するパターン。   

 

[登録拒否リスト（Registration Deny List）] の設定 

「登録拒否リスト（Registration Deny List）」ページ（[設定（Configuration）] > [登録（Registration）] > [Deny List

（拒否リスト）]）は、Expressway への登録が許可されないエンドポイントのエイリアスとエイリアスパターンが表示さ

れます。登録を拒否するには、[拒否リスト（Deny List）] のエントリにエンドポイントのエイリアスの 1 つのみが一致し

ている必要があります。 

[拒否リスト（Deny List）] を使用するには、「登録設定（Registration configuration）」ページにある[Deny List（拒否リ

スト）]の[制限ポリシー（Restriction policy）]を選択する必要があります。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

説明（Description） エントリの任意の自由形式の説明。   

パターンタイプ

（Pattern type） 

[パターン文字列（Pattern string）]と

エイリアスを一致させる方法。次のオ

プションがあります。 

[完全一致（Exact）]：エイリアスはパ

ターン文字列に正確に一致する必要が

あります。 

[プレフィックス（Prefix）]：エイリア

スはパターン文字列で開始される必要

があります。 

[サフィックス（Suffix）]：エイリアス

はパターン文字列で終了する必要があ

ります。 

[正規表現（Regex）]：パターン文字

列は正規表現です。 

パターンが特定のエイリアスに一致するかどうかは、[パター

ンの確認（Check pattern）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [パターンの確認

（Check pattern）]）を使用してテストできます。 

パターン文字列

（Pattern string） 

エイリアスと比較するパターン。   
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外部サービスを使用するための登録ポリシーの設定 

すべての登録制限ポリシーの決定を外部サービスを参照するように登録ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [登録（Registration）] > [設定（Configuration）] に移動します。 

2. [ポリシーサービス（Policy service）]の[制限ポリシー（Restriction policy）]を選択します。 

3. フィールドを次のように設定します。 

 
フィールド 説明 使用方法のヒント 

プロトコル

（Protocol） ポリシーサービスに接続するために使用するプロト 

コル。 

デフォルトは HTTPS です。 

ポリシーサービスサーバと通信を行う場合、

Expressway は HTTP から HTTPS へのリダ 

イレクトを自動的にサポートします。 

証明書検証モード

（Certificate 

verification 

mode） 

HTTPS を使用して接続すると、この設定は、ポリシーサ

ーバが提示する証明書を検証するかどうかを制御します。 

設定が [オン（On）]の場合、Expressway で HTTPS を

使用してポリシーサーバに接続するには、Expressway 

にそのサーバのサーバ証明書を承認するルート CA 証明

書がロードされている必要があります。また、証明書の

サブジェクトの共通名またはサブジェクト代替名は次の

[サーバアドレス（Server address）]フィールドの 1 つ

に一致する必要があります。 

Expressway のルート CA 証明書は（[メンテ 

ナンス（Maintenance）] > [セキュリティ

（Security）] > [信頼できる CA 証明書 

（Trusted CA certificate）]）を選択して 

ロードします。 

HTTPS 証明書失 

効リスト（CRL）

による確認

（HTTPS 

certificate 

revocation list 

(CRL) checking） 

CRL による確認で証明書を保護する場合は、このオプシ

ョンを有効にし、手動で CRL ファイルをロードするか、

または、自動 CRL 更新を有効にします。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュ 

リティ（Security）] > [CRL 管理（CRL 

management）]に移動して、Expressway が 

CRL ファイルを更新する方法を設定します。 

サーバアドレス 1 

～ 3（Server 

address 1 - 3） 

サービスをホストしているサーバの IP アドレスまたは 

完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。アドレス

に:<port>を追加することでポートを指定できます。 

FQDN を指定する場合は、Expressway に FQDN 

を解決できる適切な DNS 設定が指定されてい 

ることを確認します。 

復元力のために、最大 3 つのアドレスを指定 

できます。 

パス（Path） サーバのサービスの URL を入力します。   

ステータスパス

（Status path） [ステータスパス（Status path）]は、Expressway がリ

モートサービスのステータスを取得できる場所からのパ

スを特定します。 

デフォルトはステータス（status）です。 

ポリシーサーバは戻りステータス情報を提供す 

る必要があります。「ポリシーサーバのステータ

スと復元力（340）」を参照してください。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

ユーザ名

（Username） 

サービスにログインし、問い合わせするために 

Expressway が使用するユーザ名。 

  

パスワード

（Password） 

サービスにログインし、問い合わせをするために 

Expressway が使用するパスワード。 

プレーンテキストの最大長は 30 文字です 

（後で暗号化されます）。 

デフォルト CPL

（Default CPL） 

これは、サービスが使用できない場合に Expressway  

が使用するフォールバック CPL です。 デフォルト CPL を、たとえば、応答サービスま

たは録音メッセージにリダイレクトするように変

更できます。 

詳細については、「ポリシーサービスのデフォル

ト CPL（544 ページ）を参照してください。 

 

4. [保存（Save）]をクリックします。 

Expressway はポリシーサービスサーバに接続し、登録ポリシーの決定に必要なサービスを使用して開始する必要

があります。 

接続の問題は、このページに報告されます。このページの下部の[ステータス（Status）]エリアを確認し、追加の情

報メッセージを[サーバアドレス（Server address）]フィールドと照合します。 
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デバイス認証 
ここでは、Expressway の認証ポリシーと、[設定（Configuration）] > [認証（Authentication）]メニューに表示されるペ

ージについて説明します。 

デバイス認証について ........................................................................................................ 109 

外部システムによる認証 ..................................................................................................... 116 

デバイス認証について 

デバイス認証では、デバイスまたは外部システムから Expressway に届く着信要求のクレデンシャルを検証します。これは、

特定の機能を既知のユーザと信頼できるユーザ用に予約できるようにするために使用されます。 

Mobile & Remote Access デバイス 

Expressway を介して Unified CM に登録するデバイスの認証について、Expressway 上で明示的に設定する必要はありま

せん。（外部 IdP ではなく）Expressway がこれらのデバイスの認証エージェントである場合は、ホーム Unified CM クラ

スタに対してこれらのデバイスの認証を自動的に処理します。 

リッチメディアセッション 

リッチメディアセッションに参加して、Expressway と通信するデバイスは、Expressway の設定可能な認証ポリシーの対

象となります。 

デバイス認証が有効になっている場合、その Expressway との通信を試みるデバイスはすべて、クレデンシャル（通常はユ

ーザ名とパスワードに基づく）の提示を要求されます。Expressway はそれらのクレデンシャルをローカル認証データベー

スと照合します。 

Expressway 認証ポリシーは、各ゾーンにそれぞれ独立して設定できます。つまり、認証済みと未認証の両方のデバイスに

対して同じ Expressway への通信を必要に応じて許可することが可能です。後続のコールルーティングの決定には、デバイ

スが認証されているかどうかに基づいたさまざまなルールを設定できます。 

認証済みデバイスおよび未認証デバイスに対するシステム動作の制御 

認証済みデバイスおよび未認証デバイスからのコールおよびその他のメッセージの処理方法は、検索ルール、外部ポリシー

サービス、および CPL の設定内容によって異なります。 

検索ルール 

検索ルールを設定する場合は、[要求は認証が必要（Request must be authenticated）]属性を使用して、検索ルールが認

証済みの検索要求にのみ適用されるのか、またはすべての要求に適用されるのかを指定します。 

外部ポリシーサービス 

外部ポリシーサービスは、通常、Expressway 自体にポリシールールを設定するのではなく、外部の集中型サービスによっ

てポリシー決定が管理される導入で使用されます。次の領域でポリシーサービスを使用するように、Expressway を設定で

きます。 

 登録ポリシー 

 検索ルール（ダイヤルプラン） 

 コールポリシー 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

デバイス認証 

 

110 

 ユーザポリシー（FindMe） 

Expressway は、ポリシーサービスを使用するときに、コール要求または登録要求に関する情報を POST メッセージでその

サービスに送信します。その際、名前と値のペアで構成される一連のパラメータを使用します。それら 

のパラメータには、要求の送信元が認証済みソースかどうかの情報が含まれています。 

Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの『Cisco Expressway 外部ポリシー導入ガイド』を参照してく 

ださい。 

CPL 

Expressway でコールポリシールールジェネレータを使用している場合、送信元の照合は、認証済みソースに対して実行さ

れます。未認証のソースに対する照合を指定するには、空白フィールドを使用します。（送信元が認証されていない場合、

その値は信頼できません）。 

手作業で作成し、アップロードしたローカル CPL を使用してコールポリシーを管理する場合は、認証済みと未認証のいず

れの発信元を調べるかについて CPL を明確にすることを推奨します。 

 CPL で未認証の送信元を調べる必要がある場合（たとえば、非認証の発信者をチェックする場合）は、

「unauthenticated-origin」を使用する必要があります。（ただし、未認証のユーザは、自らを好き 

なように呼ぶことができるため、このフィールドでは、発信者は確認されません）。 

 認証済みの送信元（認証済みデバイスまたは「認証済みとして扱う」デバイスでのみ可能）をチェックするには、

CPL で「authenticated-origin」を使用する必要があります。 

CPL スクリプトの記述は複雑なため、外部ポリシーサービスを代わりに使用することを推奨します。 

認証ポリシーの設定オプション 

認証ポリシーの動作は、H.323 メッセージ、ローカルドメインから受信した SIP メッセージ、および非ローカルドメイン

から受信した SIP メッセージであるかによって異なります。 

プライマリ認証ポリシーの設定オプションおよびそれぞれに関連付けられている動作は以下のとおりです。 

 [クレデンシャルを確認する（Check credentials）]：該当する認証方式を使用してクレデンシャルを確認します。

一部のシナリオでは、メッセージはチャレンジされません。以下を参照してください。 

 [クレデンシャルを確認しない（Do not check credentials）]：クレデンシャルを確認せずに、メッセージを処理

します。 

 [認証済みとして扱う（Treat as authenticated）]：クレデンシャルを確認せず、認証済みであるかのようにメッセ

ージを処理します。このオプションは、それぞれの登録メカニズム内で認証をサポートしていないサードパーティ

サプライヤからのエンドポイントに対応するために使用できます。一部のシナリオでは、メッセージは許可されて

も、未認証であるかのように扱われることがあります。以下を参照してください。 

認証ポリシーは、メッセージを受信しているかどうかに基づき、ゾーンタイプごとに選択して設定できます。 

 デフォルトゾーン、ネイバーゾーン、トラバーサルクライアントゾーン、トラバーサルサーバゾーン、およびユニ

ファイドコミュニケーショントラバーサルゾーンはすべて、認証ポリシーを設定できます。 

 DNS ゾーンと ENUM ゾーンはメッセージを受信しないため、認証ポリシーの設定はありません。 

ゾーンの[認証ポリシー（Authentication policy）]を編集するには、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾ

ーン（Zones）]に移動して、ゾーンの名前をクリックします。新しいゾーンを作成すると、ポリシーはデフォルトで[クレ
デンシャルを確認しない（Do not check credentials）]に設定されます。 

以下の表に示されているように、H.323 メッセージと SIP メッセージの動作は異なります。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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H.323 

ポリシー 動作 

クレデンシャルを確認す

る（Check 

credentials） 

メッセージは、メッセージ内のいずれかのクレデンシャルを認証データベースで確認できるかど

うかによって、認証済みまたは未認証として分類されます。 

クレデンシャルが提供されていない場合、メッセージは常に未認証として分類されます。 

クレデンシャルを確認し

ない（Do not check 

credentials） 

メッセージのクレデンシャルはチェックされず、すべてのメッセージが未認証として分類されま

す。 

認証済みとして扱う

（Treat as 

authenticated） 

メッセージのクレデンシャルはチェックされず、すべてのメッセージが認証済みとして分類され

ます。 

 

SIP 

ゾーンレベルでの SIP メッセージの動作は、[SIP 認証信頼モード（SIP authentication trust mode）]の設定によって異な

ります。つまり、Expressway が受信メッセージに含まれている P-Asserted-Identity ヘッダーと呼ばれる既存の認証済み

インジケータを信頼するかどうか、およびメッセージをローカルドメイン（Expressway が信頼するドメイン）から受信し

たか、非ローカルドメインから受信したかによって異なります。 

ポリシー 信頼性 ローカルドメイン内 ローカルドメインの外 

クレデンシャルを

確認する（Check 

credentials） 

オフ（Off） メッセージは認証をチャレンジされます。 

認証に失敗したメッセージは拒否され 

ます。 

認証に合格したメッセージは認証済みとして

分類され、P-Asserted-Identity ヘッダーが

メッセージに挿入されます。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが未認証として分類され

ます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダー 

は削除されます。 

  オン（On） 既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは、追加のチャレンジ 

なしに認証済みとして分類されます。P-

Asserted-Identity ヘッダーは変更され 

ずに渡されます（発信者の Asserted ID を保

持）。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

ないメッセージはチャレンジされます。認証

に合格すると、メッセージは認証済みとして

分類され、P-Asserted-Identity ヘッダーが

メッセージに挿入されます。認証に失敗する

と、メッセージは拒否されます。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは、認証済みとして分 

類され、ヘッダーは変更されずに渡さ 

れます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

ないメッセージは未認証として分類されま

す。 

クレデンシャルを

確認しない（Do 

not check 

credentials） 

オフ（Off） 
メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが未認証として分類され

ます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーは 

削除されます。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが未認証として分類され

ます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーは 

削除されます。 
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ポリシー 信頼性 ローカルドメイン内 ローカルドメインの外 

  オン（On） 
メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは、認証済みとして分 

類され、ヘッダーは変更されずに渡されま

す。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

ないメッセージは未認証として分類されま

す。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは、認証済みとして分 

類され、ヘッダーは変更されずに渡さ 

れます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

ないメッセージは未認証として分類さ 

れます。 

認証済みとして扱

う（Treat as 

authenticated） 

オフ（Off） 
メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが認証済みとして分類さ

れます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーは削除

され、Expressway の発信者 ID を含む新し

いヘッダーがメッセージに挿入されます。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが未認証として分類され

ます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーは削除

されます。 

  オン（On） 
メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

すべてのメッセージが認証済みとして分類さ

れます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは変更されずに渡されます。

既存の P-Asserted-Identity ヘッダ 

ーがないメッセージにはヘッダーが挿入され

ます。 

メッセージは認証をチャレンジされま 

せん。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

あるメッセージは、認証済みとして分 

類され、ヘッダーは変更されずに渡さ 

れます。 

既存の P-Asserted-Identity ヘッダーが 

ないメッセージは未認証として分類されま

す。 

 

SIP 認証信頼 

デバイス認証を使用するように設定されている Expressway では、着信の SIP INVITE 要求が認証されます。その後、

Expressway からネイバーゾーン（別の Expressway など）に要求が転送されると、受信システムでもその要求が認証され

ます。このシナリオでは、すべてのホップでメッセージを認証する必要があります。 

デバイスのクレデンシャルが（最初のホップで）一度だけ認証され、ネットワーク内の SIP メッセージの数が減るように簡

素化する場合は、[認証信頼モード（Authentication trust mode）]の設定を使用するようにネイバーゾーンを設定できま

す。 

この設定は、ゾーンの認証ポリシーと組み合わせて使用されて、該当ゾーンから受信した事前認証済みの SIP メッセージが

信頼されているかどうか、その後、Expressway 内で認証済みまたは未認証として扱われるかを制御します。事前認証済み
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の SIP 要求は、RFC 3325 で定義されている SIP メッセージヘッダー内の P-Asserted-Identity フィールドの存在によって

識別されます。 

[認証信頼モード（Authentication trust mode）]の設定は次のとおりです。 

 [オン（On）]：事前認証済みメッセージは追加のチャレンジなしに信頼され、その後、Expressway 内では認証済

みとして扱われます。未認証メッセージは、[認証ポリシー（Authentication policy）]が[クレデンシャルを確認す

る（Check credentials）]に設定されている場合はチャレンジされます。 

 [オフ（Off）]：既存の認証済みインジケータ（P-Asserted-Identity ヘッダー）はすべてメッセージから削除されま

す。ローカルドメインからのメッセージは、[認証ポリシー（Authentication Policy）]が[クレデンシャルを確認す

る（Check credentials）]に設定されている場合はチャレンジされます。 

（注） 

 認証信頼は、ネイバーゾーンが信頼できる SIP サーバのネットワークの一部である場合のみ有効にす 

ることを推奨します。 

 認証信頼は、トラバーサルサーバゾーンとトラバーサルクライアントゾーンの間では自動的に暗示さ 

れます。 

http://tools.ietf.org/html/rfc3326
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デバイス プロビジョニングと認証ポリシー 

プロビジョニングサーバが受信するプロビジョニング要求または電話帳要求は、Expressway へのゾーンまたはサブゾーン

エントリポイントにおいて、すでに認証されている必要があります。プロビジョニングサーバは、自分自身で認証チャレン

ジを行うことはありません。未認証のメッセージはすべて拒否されます。 

Expressway には、適切なデバイス認証設定が行われている必要があります。そうでなければ、プロビジョニング関連のメ

ッセージは拒否されます。 

 （サブスクライブメッセージ）の初期プロビジョニングの認証は、デフォルトゾーンの認証ポリシーの設定によっ

て制御されます（デバイスがまだ登録されていないので、デフォルトゾーンが使用されます）。 

デフォルトゾーンおよびトラバーサルクライアントゾーンの認証ポリシーは、[クレデンシャルを確認する（Check 

credentials）]または[認証済みとして扱う（Treat as authenticated）]のいずれかに設定されている必要があります。

そうでなければ、プロビジョニング要求は失敗します。 

それぞれの場合に、Expressway はその認証をローカルデータベースと照合して検査を実行します。これには Cisco TMS 

によって提供されるすべてのクレデンシャルが含まれます。 

一般的なプロビジョニング設定の詳細については、『Cisco TMS Provisioning Extension 導入ガイド』を参照し 

てください。 

http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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ローカル データベースを使用するための認証の設定 

ローカル認証データベースは、Expressway システムの一部として組み込まれているため、固有の接続設定は必要ありあま

せん。ユーザアカウントの認証クレデンシャルを保存するために使用されます。各クレデンシャルのセットは名前とパスワ

ードで構成されます。 

ローカルデータベース内のクレデンシャルは、デバイス（SIP）、トラバーサルクライアント、および TURN クライアント

の認証に使用できます。 

ローカルデータベースへのクレデンシャルの追加 

デバイスクレデンシャルのセットを入力するには、次の手順を実行します。 

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、[新規（New）]をクリックします。 

2. デバイスのクレデンシャルを表す名前とパスワードを入力します。 

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

2 台以上のデバイスで同じクレデンシャルを使用することができます。 

Cisco TMS 内で管理されるクレデンシャル（デバイスプロビジョニング用） 

Expressway が TMS Provisioning Extension サービスを使用している場合、ユーザサービスから提供されたクレデンシャ

ルは、手動で設定されたエントリとともに、ローカル認証データベースに保存されます。[ソース（Source）]カラムにより、

ユーザアカウント名が TMS から提供されたものか、ローカルエントリであるかが識別されます。編集できるのは、ローカ

ルエントリのみです。 

ローカルデータベース内に Cisco TMS のクレデンシャルを組み込むことで、Expressway は Cisco TMS 内で使用されてい

る同一のクレデンシャルのセットと照合して（プロビジョニング要求だけではなく）すべてのメッセージを認証できます。 

H.350 ディレクトリ認証と組み合わせたローカルデータベース認証 

Expressway は、ローカルデータベースと H.350 ディレクトリの両方を使用するように設定できます。 

H.350 ディレクトリが設定されている場合、Expressway は、提示されたダイジェストクレデンシャルを検証する際は常に、

最初にローカルデータベースと照合してから、H.350 ディレクトリと照合します。 

Active Directory（直接）認証と組み合わせたローカルデータベース認証 

Active Directory（直接）認証が設定されていて、[NTLM プロトコルチャレンジ（NTLM protocol challenges）] が [自動

（Auto）] に設定されている場合、NTLM をサポートするデバイスに NTLM 認証チャレンジが提供されます。 

 NTLM チャレンジは標準のダイジェストチャレンジに加えて提供されます。 

 NTLM をサポートするエンドポイントは、ダイジェストチャレンジに優先して NTLM チャレンジに応答します。

Expressway は、その NTLM 応答の認証を試みます。 
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外部システムによる認証 

「アウトバウンド接続クレデンシャル（Outbound connection credentials）」ページ（[設定（Configuration）] > [認証

（Authentication）] > [アウトバウンド接続クレデンシャル（Outbound connection credentials）]）は、外部システム

との認証が必要な場合に Expressway が常に使用するユーザ名とパスワードを設定するために使用します。 

たとえば、Expressway がエンドポイントから他の Expressway に招待を転送している場合、その別のシステムで認証が有

効になっているために、ローカル Expressway がユーザ名とパスワードをそのシステムに提供する必要があることがありま

す。 

これらの設定はトラバーサルクライアントゾーンでは使用されません。接続前に、トラバーサルサーバと常に認証する必要

があるトラバーサルクライアントでは、トラバーサルクライアントゾーンごとに接続のクレデンシャルを設定します。 
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ゾーンとネイバー 

ここでは、Expressway でゾーンとネイバーを設定する方法について説明します（[設定（Configuration）]> [ゾー 

ン（Zones）]）。 

ビデオネットワークの基礎 .................................................................................................. 117 

ダイヤルプランの構築 ........................................................................................................ 117 

ビデオ ネットワークの基礎 

このセクションでは、Expressway のビデオ通信ネットワークに関するさまざまな部分とその接続方法について概説します。 

最も基本的な実装は、インターネットに接続する、1 つ以上のエンドポイントが登録された単一の Expressway です。企業

の規模と複雑性に応じて、Expressway はエンドポイントネットワーク、他の Expressway、および他のネットワークイン

フラストラクチャデバイスの一部となっており、Expressway とインターネットの間に 1 つ以上のファイアウォールがある

場合があります。（そのような場合に、ネットワークの別の部分によって使用される、またはそれらの間で使用される帯域

幅の量に制約を適用することができます。） 

次の図は、Expressway の導入例に対応するさまざまなサブゾーンとゾーンを示しています。リンクによって接続されてい

る複数のサブゾーンを設定する方法を示すために、ローカルゾーンの例として Expressway-C を使用しています。ローカ

ルゾーンは外部の Expressway およびインターネットと、特定のタイプのゾーンを通じて接続されています。 

図 13    ネットワーク構成図の例。 

 

ダイヤル プランの構築 

複数の Expressway の導入を開始するにあたっては、登録済みのエンドポイントについて相互に照会できるようにシステム

をまとめて隣接させると便利です。開始する前に、ダイヤルプランの構築方法を検討してください。これによって、エンド

ポイントに割り当てるエイリアスや、Expressway を隣接させる方法が決定します。選択するソリューションは、システム

の複雑性によって異なります。以降の項では、考えられるオプションのいくつかを説明します。 
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フラット ダイヤル プラン 

最もシンプルなアプローチは、各エンドポイントに一意のエイリアスを割り当ててエンドポイントの登録を Expressway 間

で分割することです。各 Expressway は、他のすべての Expressway でネイバーゾーンとして設定されます。1 つの 

Expressway が、その Expressway に登録されていないエンドポイント宛のコールを受信すると、ロケーション要求を他の

すべてのネイバー Expressway に送信します。 

概念的にはシンプルですが、このタイプのフラットダイヤルプランの拡張性はあまり高くありません。Expressway の追加

や移動には、すべての Expressway の設定を変更する必要があり、1 回のコール試行が多数のロケーション要求を発生させ

る可能性があります。したがって、このオプションは、1 つまたは 2 つの Expressway とそのピアのみでの導入に最も適

しています。 

構造化ダイヤル プラン 

構造化ダイヤルプランを使用して導入することもできます。このプランでは、登録するシステムに基づいてエンドポイント

にエイリアスが割り当てられます。 

E.164 エイリアスを使用している場合、各 Expressway にはエリアコードが割り当てられます。Expressways をまとめて

隣接させると、ネイバーゾーンには対応するエリアコードで設定された検索ルールがプレフィックスとして割り当てられま

す（[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）]の[モード（Mode）]および[プレフィックス（Prefix）]の[パター

ンタイプ（Pattern type）]）。そのネイバーは、そのプレフィックスで開始する番号へのコールのみを照会します。 

ダイヤルプランに基づく URI では、必要なドメイン名に一致するサフィックスを持つネイバーごとに検索ルールを設定す

ることによって同様の動作を得ることができます。 

エンドポイントをサブスクライバ番号（E.164 番号の最後の部分）のみで登録すると有効な場合があります。その場合、そ

のゾーンにクエリを送信する前にプレフィックスを除去するように検索ルールを設定できます。 

構造化ダイヤルプランは、コールを試行するときに発行するクエリの数を最小限に抑えます。ただし、この場合も、導入環

境内のすべての Expressway による完全に接続されたメッシュが必要です。階層型ダイヤルプランはこれを簡略にします。 

階層型ダイヤル プラン 

このタイプの構造では、1 つの Expressway をその導入環境の中央ディレクトリ Expressway として指定し、他のすべての 

Expressway をその中央ディレクトリ Expressway と隣接させます。 

 ディレクトリ Expressway は、近傍ゾーンとしての各 Expressway を、[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern 

match）]の[モード（Mode）]とパターン文字列としてターゲット Expressway のプレフィックス（構造化ダイヤル

プランの場合）を持つ各ゾーンに対応する検索ルールを設定します。 

 各 Expressway には、近傍ゾーンとしてのディレクトリ Expressway が設定されています。また、[任意のエイリア

ス（Any alias）]の[モード（Mode）]を使用する検索ルールとディレクトリ Expressway の[ターゲット

（Target）]を設定します。 

導入環境でデバイス認証を使用していない場合は、すべての Expressway をお互いに隣接させる必要はありません。この時

点で新しい Expressway を追加するには、その新しい Expressway とディレクトリ Expressway で設定を変更する必要が

あります。デバイス認証（下記を参照）を使用している場合は、Expressway を互いに隣接させなければならない場合があ

ります。 
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この場合、ディレクトリ Expressway に障害が発生すると、通信が大幅に途絶される可能性があります。復元力を引き上げ

るためにクラスタリングの使用を検討してください。 

階層型ダイヤルプラン（ディレクトリ Expressway）の導入とデバイス認証 

階層型ダイヤルプラン内での認証ポリシーの設定方法に関する重要な情報については、「階層型ダイヤルプランと認証ポリ

シー」を参照してください。 
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ゾーンについて 
ゾーンはエンドポイントの集合であり、1 つのシステムにすべて登録されているか、そうでない場合は ENUM や DNS ルッ

クアップなどの特定の方法で見つかります。ゾーンは、次のような多くの機能に使用されます。 

 コールをこれらのゾーンの間で使用できるかどうかに関するリンク経由での制御 

 ローカルサブゾーンと他のゾーンのエンドポイント間のコールの帯域幅の管理 

 ローカルに登録されていないエイリアスの検索 

 認証ポリシーの設定による、そのゾーン内のエンドポイントが使用できるサービスの制御 

 そのゾーンで送受信する SIP コールのメディア暗号化と ICE 機能の制御 

最大 1,000 のゾーンを設定できます。各ゾーンは、次のゾーンタイプのいずれかとして設定します。 

 [ネイバー（Neighbor）]：ローカル Expressway のネイバーシステムへの接続 

 [トラバーサルクライアント（Traversal client）]：ローカル Expressway は接続されているシステムのトラバーサ

ルクライアントであり、それら 2 つの間にはファイアウォールがあります。 

 [トラバーサルサーバ（Traversal server）]：ローカル Expressway は接続されているシステムのトラバーサルサー

バであり、それら 2 つの間にはファイアウォールがあります。 

 [ENUM]：ゾーンには、ENUM ルックアップで検出されたエンドポイントが含まれています。 

 [DNS]：ゾーンには、DNS ルックアップで検出されたエンドポイントが含まれています。 

 [ユニファイドコミュニケーショントラバーサル（Unified Communications traversal）]：Mobile & Remote 

Access や Jabber Guest などのユニファイドコミュニケーション機能に使用するトラバーサルクライアントゾーン

またはトラバーサルサーバゾーン 

また、Expressway には事前に設定されたデフォルトゾーンもあります。 

 すべてのゾーンタイプに使用できる設定オプションについては、ゾーンの設定の項を参照してください。 

 検索ルールのターゲットとしてゾーンを含める方法については、検索ルールとゾーントランスフォーメーションル

ールの設定の項を参照してください。 

自動的に生成されたネイバーゾーン 

Expressway は設定できない一部のネイバーゾーンを自動的に生成します。 

 システムがモバイルおよびリモートアクセス用に設定されている場合、Expressway-C は、自身と検出された各 

Unified CM ノード間にネイバーゾーンを自動的に生成します。 

 Microsoft 相互運用性サービスが有効になっている場合、Expressway は「To Microsoft destination via B2BUA」

というネイバーゾーンを自動的に生成します。 

 Unified CM 上で SIP OAuth モードが有効になっている場合、Expressway は、自身と検出された各 Unified CM ノ

ード間に「CEOAuth <Unified CM name>」という名前のネイバーゾーンを自動的に生成します。 

ICE メッセージング サポートの設定 
[ICE サポート（ICE support）]オプションはゾーン単位の設定であり、Expressway がそのゾーン内で SIP デバイスと送

受信する ICE メッセージをサポートする方法を制御します。 

この動作は、着信（入力）と発信（出力）ゾーンまたはサブゾーンの[ICE サポート（ICE support）]の設定によって異な

ります。設定の不一致（一方は[オン（On）]、もう一方は[オフ（Off）]）がある場合、Expressway はバックツーバックユ

ーザエージェント（B2BUA）を呼び出して、関連ホストと ICE ネゴシエーションを実行します。 
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すべてのゾーンはデフォルトで[ICE サポート（ICE support）]が[オフ（Off）]に設定されます。 

B2BUA がホストと ICE ネゴシエーションを実行する際に TURN リレーの候補アドレスを提供することができます。これを

行うには、TURN サーバのアドレスで設定する必要があります（[アプリケーション（Applications）]> [B2BUA] > [B2BUA 

TURN サーバ（B2BUA TURN servers）]）。 

次のマトリックスで、たとえば、ゾーン A とゾーン B 間のコールを処理するときの[ICE サポート（ICE support）]設定の

考えられるさまざまな組み合わせでの Expressway 動作を示します。 

ICE サポート 

の設定 

ゾーン A 

オフ オン 

  

  

ゾーン B 

オフ 
標準的な Expressway のプロキシ動作。 

B2BUA は通常は呼び出されません（ただし、メデ 

ィア暗号化ポリシーについては下記の注を参照して 

ください）。 

B2BUA が呼び出されます。 

B2BUA は、ゾーン A のホストへのメッセー 

ジ内に ICE 候補を組み込みます。 

オン 
B2BUA が呼び出されます。 

B2BUA は、ゾーン B のホストへのメッセージ内に ICE 

候補を組み込みます。 

標準的な Expressway のプロキシ動作。 

B2BUA は通常は呼び出されません（ただし、 

メディア暗号化ポリシーについては下記の注 

を参照してください）。 

 

ICE サポートと組み合わせた場合のメディア暗号化ポリシーの影響 

Expressway は、メディア暗号化ポリシー（[自動（Auto）]以外の暗号化設定）を適用する必要がある場合にも、B2BUA 

を呼び出します。次の表に、入力ゾーンと出力ゾーンの ICE サポートとメディア暗号化モードに依存する ICE ネゴシエー

ションの動作への影響を示します。 

ICE のサポート メディア暗号化モード B2BUA の呼び

出し 

ICE ネゴシエーションへの影響 

両方のゾーン =  

[オフ（Off）] 

少なくとも 1 つのゾーンは、

[自動（Auto）]ではありま 

せん 

あり B2BUA はどのホストとも ICE ネゴシエーションを実行

しません。 

両方のゾーン =  

[オン（On）] 

少なくとも 1 つのゾーンは、

[自動（Auto）]ではありま 

せん 

あり B2BUA は両方のホストと ICE ネゴシエーションを実 

行します。 

両方のゾーン =  

[オン（On）] 

両方のゾーン = [自動

（Auto）] 

なし Expressway は ICE 対応のどのホストにも TURN リレ

ーの候補アドレスを提供しません。ただし、各ホスト

デバイスが TURN リレー候補アドレスですでにプロ 

ビジョニングされている可能性があります。 

 

次の点に注意してください。 

 B2BUA でルーティングされたコールは、コンポーネントタイプ B2BUA としてコール履歴で識別されます。 

 RMS コールライセンスは、コールが暗号化 B2BUA を介して通過するときに消費されます。 

 B2BUA を介してルーティングが可能な同時発生コールは 100（大規模システムでは 500 コール）の制限があります。 
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メディア暗号化ポリシーの設定 

メディア暗号化ポリシーの設定では、Expressway を通過する SIP コールのメディア暗号化機能を選択的に追加または削除

できます。これにより、たとえば、パブリックインターネットから Expressway-E に発着信するすべてのトラフィックを

暗号化し、プライベートネットワーク内では暗号化を解除するようにシステムを設定できます。 

 ポリシーはゾーン/サブゾーン単位で設定され、そのゾーン/サブゾーンのコールの発着信のレッグにのみ適用されます。 

 暗号化は、他のレッグが H.323 の場合でも、コールの SIP レッグに適用されます。 

メディア暗号化ポリシーは、各ゾーンとサブゾーンの[メディア暗号化モード（Media encryption mode）]設定を通じて

設定されます。ただし、結果のコールの暗号化ステータスもターゲットシステム（エンドポイントや別の Expressway など）

の暗号化ポリシーの設定によって異なります。 

暗号化モードのオプションは次のとおりです。 

 [強制暗号化（Force encrypted）]：ゾーン/サブゾーンで送受信するすべてのメディアが暗号化されます。暗号化を

使用しないようにターゲットシステム/エンドポイントを設定している場合は、コールは破棄されます。 

 [強制暗号化解除（Force unencrypted）]：すべてのメディアの暗号化が解除されます。暗号化を使用するようにタ

ーゲットシステム/エンドポイントが設定されている場合は、コールが破棄される可能性があります。[ベストエフォ

ート（Best effort）]を使用するように設定されている場合は、コールは暗号化されていないメディアにフォールバ

ックします。 

 [ベストエフォート（Best effort）]：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていな

いメディアにフォールバックします。 

 [自動（Auto）]：特定のメディア暗号化ポリシーが Expressway によって適用されることはありません。メディア

暗号化は、ターゲットシステム/エンドポイントの要求にのみ依存します。これはデフォルト動作で、この機能が導

入される前の Expressway の動作と同等です。 

暗号化ポリシー（[自動（Auto）]以外の暗号化の設定）は、Expressway でホストされるバックツーバックユーザエージェ

ント（B2BUA）を通じてルーティングされたコールに適用されます。 

メディア暗号化を使用するようにシステムを設定する場合は、次のことに注意してください。 

 暗号化モードが[強制暗号化（Force encrypted）]または[強制暗号化解除（Force unencrypted）]のゾーンは、SIP 

専用ゾーンとして設定する必要があります（そのゾーンでは H.323 を無効にする必要があります）。 

 暗号化モードを[強制暗号化（Force encrypted）]または[ベストエフォート（Best effort）]にする必要がある場合

は、TLS 転送を有効にする必要があります。 

 B2BUA を通じてルーティングしたコールコンポーネントは、コンポーネントタイプが B2BUA であるため、コール

履歴の詳細情報で特定できます。 

 B2BUA はメディアを取得するため、各コールはトラバーサルコールと分類され、リッチメディアセッション（RMS）

ライセンスを消費します。 

 Expressway ごとに同時発生コールは 100（大規模システムでは 500 コール）という制限があり、これにはメディ

ア暗号化ポリシーを適用できます。 

 B2BUA は、ICE メッセージングサポートが有効になっている場合でも呼び出せます。 

メディア暗号化用の B2BUA の設定 

暗号化（および ICE サポート）に使用する B2BUA は、Microsoft 相互運用性に使用する B2BUA とは異なるインスタンス

です。Microsoft 相互運用性サービス B2BUA は手動で設定して有効にする必要がありますが、暗号化に使用する B2BUA 

は暗号化ポリシーが適用されている場合は常に自動で有効になります。 
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ローカル ゾーンとサブゾーンについて 
Expressway に登録されているすべてのデバイスの集合は、そのローカルゾーンを構成します。 

ローカルゾーンはサブゾーンに分割されます。これには、自動的に作成されたデフォルトのサブゾーンと、最大 1,000 個

の手動設定が可能なサブゾーンが含まれます。 

エンドポイントを Expressway に登録すると、そのエンドポイントはサブゾーンのメンバーシップルールに基づいて適切な

サブゾーンに割り当てられます。これらのルールは各サブゾーンの IP アドレスまたはエイリアスのパターンマッチの範囲

を指定します。エンドポイントの IP アドレスまたはエイリアスがメンバーシップルールのいずれにも一致しない場合は、

デフォルトサブゾーンに割り当てられます。 

ローカルゾーンはネットワークトポロジとは関係ない場合があり、複数のネットワークセグメントを構成することがあり 

ます。また、Expressway には 2 つの特殊なタイプのサブゾーンがあります。 

 トラバーサルサブゾーン。これは常に存在します。 

 クラスタゾーン。これは常に存在しますが、Expressway がクラスタの一部の場合にのみ使用されます。 

帯域幅管理 

ローカルゾーンのサブゾーンは帯域幅の管理に使用します。サブゾーンを設定した後に、帯域幅制限を次のコールに適用で

きます。 

 サブゾーン内の 2 つのエンドポイント間の個々のコール 

 サブゾーン内のエンドポイントとそのサブゾーン外の別のエンドポイント間の個々のコール 

 サブゾーン内のエンドポイントで送受信するコールの総数 

サブゾーンの作成および設定方法、およびデフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーンなどのサブゾーンに帯域幅制限

を適用する方法の詳細については、帯域幅制御の項を参照してください。 

登録、認証、およびメディア暗号化のポリシー 

帯域幅管理の他に、Expressway の登録、認証、およびメディア暗号化のポリシーを制御するためにもサブゾーンを使用し

ます。 

これらの設定方法の詳細については、「サブゾーンの設定（219 ページ）」を参照してください。 

ローカルゾーンの検索 

Expressway の機能の 1 つは、ローカルに登録したエンドポイントまたは外部ゾーンから受信したコールを適切な宛先にル

ーティングすることです。コールは宛先エンドポイントのアドレスまたはエイリアスに基づいてルーティングされます。 

Expressway はローカルゾーンと設定された外部ゾーンの宛先のエンドポイントを検索します。検索するアドレスやエイリ

アスに基づいて、これらのゾーンを検索する順序にプライオリティを設定したり、各ゾーンに送信された検索要求をフィル

タリングしたりできます。これにより、ローカルゾーンや外部ゾーンに送信する検索要求の潜在的な数を削減し、検索プロ

セスの速度を速めることができます。 

ローカルゾーンの検索ルールの設定方法の詳細については、「検索ルールとゾーントランスフォーメーションルールの設定」

の項を参照してください。 
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デフォルト ゾーンの設定 

デフォルトゾーンは、登録されていないか、または認識されておらず、ローカルゾーンまたは既存の設定済みのゾーンのい

ずれかに属しているエンドポイントまたはその他のデバイスからの着信コールを表します。 

Expressway には、デフォルトゾーンおよびデフォルトゾーンとトラバーサルサブゾーン間のデフォルトリンクが事前に設

定されています。デフォルトゾーンは削除できません。 

デフォルト ゾーンの設定 

デフォルトゾーンを設定することによって、認識されていないシステムやエンドポイントからのコールを Expressway がど

のように処理するかを制御できます。[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]に移動し、[デ

フォルトゾーン（DefaultZone）]をクリックします。設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

認証ポリシー

（Authentica-

tion policy） 

[認証ポリシー（Authentication policy）]の設定

で、Expressway がデフォルトゾーンへの着信メッ

セージにどのように対処するかを制御します。 

詳細については、「認証ポリシーの設定オプション

（110 ページ）」を参照してください。 

メディア暗号

化モード

（Media 

encryption 

mode） 

[メディア暗号化モード（Media encryption 

mode）]の設定では、デフォルトゾーンを通過する 

SIP コール用のメディア暗号化機能を設定します。 

詳細については、「メディア暗号化ポリシー設定

（122 ページ）」を参照してください。 

ICE サポート

（ICE 

support） 

このゾーン内のデバイスで ICE メッセージをサポー

トするかどうかを制御します。 

詳細については、「ICE Messaging Support の設定

（120 ページ）」を参照してください。 

デフォルトゾ

ーンで相互 

TLS を有効に

する（Enable 

Mutual TLS 

 on Default 

Zone） 

[オン（On）] で、MTLS（Mutual Transport Layer 

Security）がデフォルトゾーンを通じた着信接続に

適用されます。 

[オフ（Off）]は、MTLS が TLS ポートへの接続に適

用されていないことを意味します。専用 MTLS ポー

トへの接続がある場合、そのポートが [設定

（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > 

[SIP]で有効にされていれば、MTLS は依然として適

用されます。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

  

この設定は、デフォルトゾーンへの他の接続（H.323、

SIP UDP、または SIP TCP）に影響しません。 

注：B2BUA はクライアント証明書の検査を実行でき

ません。MTLS が TLS ポート 5061 で設定されてい

るときに B2BUA を実行すると、コールは失敗しま

す。TLS と MTLS をさまざまなポートで有効にす 

ることを推奨します（[プロトコル（Protocols）] > 

[SIP]のページを使用）。 

MTLS にポート 5061 を使用する必要がある場合、

B2BUA の実行を避ける必要があります。そのために

は、コールパスのすべてのゾーンで[メディア暗号化

モード（Media encryption mode）]を[自動

（Auto）]に切り替えます。 
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アクセスと帯域幅を管理するためのリンクとパイプの使用 

認識されていないシステムやエンドポイントからのコールも、デフォルトゾーンに関連付けられたリンクとパイプを設定す

ることで管理できます。たとえば、既定のリンクを削除して、認識されていないエンドポイントから着信コールが発信され

ないようにしたり、既定のリンクにパイプを適用したりすることで、認識されないエンドポイントからの着信コールに消費

される帯域幅を制御できます。 

デフォルト ゾーンのアクセス ルールの設定 

デフォルトゾーンのアクセスルールを作成し（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [デフォルト ゾーンのアク

セス ルール（Default Zone access rules）]）、デフォルトゾーンを介して SIP TLS から Expressway への接続を許可す

る外部システムを制御します。 

ルールごとに、パターンを指定し、外部システムから受信した証明書の CN（および SAN）と照合して比較します。次に、

照合する証明書を提供するシステムへのアクセスを許可するか拒否するかを選択します。最大 10,000 のルールを設定でき

ます。 

表 8    デフォルトゾーンのアクセスルールのパラメータ 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） ルールに割り当てられる名前。   

説明（Description） ルールの任意の自由形式の説明。   

プライオリティ

（Priority） 

証明書名が複数のルールに一致する場合に適応するルール

の順序を決定します。最も高いプライオリティ（1、2、3 

の順）を持つルールが最初に適用されます。同じプライオ

リティの複数のルールが設定順序に適用されます。 

  

パターンタイプ

（Pattern type） [パターン文字列（Pattern string）]と証明書内に含まれ 

る [サブジェクト共通名（Subject Common Name）] ま 

たは [サブジェクト代替名（Subject Alternative Names）] 

を一致させる方法。 

[完全一致（Exact）]：文字列全体が名前と 1 文字も違う 

ことなく完全に一致する必要があります。  

[プレフィックス（Prefix）]：文字列が名前の先頭に表示 

される必要があります。 

[サフィックス（Suffix）]：文字列が名前の末尾に表示さ 

れる必要があります。 

[正規表現（Regex）]：文字列を正規表現として処理します。 

パターンが特定の名前に一致するかど 

うかは、[パターンの確認（Check 

pattern）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ツール（Tools）] 

> [パターンの確認（Check pattern）]）

を使用してテストできます。 

パターン文字列

（Pattern string） 

名前を比較するパターン。   
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

アクション

（Action） 

証明書がこのアクセスルールに一致する場合に実行するア

クション。 

[許可（Allow）]：外部システムがデフォルトゾーンを介し

て接続することを許可します。 

[拒否（Deny）]：外部システムから受信した接続要求を拒

否します。 

  

状態（State） ルールが有効になっているかどうかを示します。 この設定を使用して設定変更をテストし

たり、特定のルールを一時的に無効にし

ます。ルールリストには無効にしたルー

ルが表示されますが、無視されます。 

 

ゾーンの設定（デフォルト以外のゾーン） 

「ゾーン（Zones）」ページ（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]）には、Expressway 

で設定したすべてのゾーンのリストが表示されます。このページで、ゾーンの作成、編集、および削除ができます。リスト

内のゾーンで、コールの数、使用される帯域幅、プロキシ経由の登録の数、プロトコルのステータス、検索ルールのステー

タスに関する情報が表示されます。 

H.323 または SIP ステータスオプションは次のとおりです。 

 [オフ（Off）]：ゾーンまたはシステムのどちらかでプロトコルが無効になっています。 

 [アクティブ（Active）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっており、1 つ以上の接続がアクティブになっ

ています。複数の接続を設定し、それらの接続の一部が失敗した場合は、アクティブな接続数が表示されます。 

 [オン（On）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっていることを示します（アクティブな接続がないゾー

ンタイプ（たとえば、DNS ゾーンや ENUM ゾーンなど）の場合）。 

 [失敗（Failed）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっていますが、接続に失敗しました。 

 [チェック中（Checking）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっており、現在、システムが接続を確立し

ようとしています。 

ローカル Expressway にゾーンを設定して、別のシステム（別の Expressway やゲートキーパーなど）と隣接させる、フ

ァイアウォールを越えてトラバーサルサーバまたはトラバーサルクライアントへの接続を作成する、あるいは ENUM また

は DNS ルックアップを使用してエンドポイントを検出します。使用できるゾーンタイプは次のとおりです。 

 ネイバー：ローカル Expressway をネイバーシステムに接続します。 

 トラバーサルクライアント：ローカル Expressway をトラバーサルサーバに接続します。 

 トラバーサルサーバ：ローカル Expressway-E をトラバーサルクライアントに接続します。 

 ENUM：ローカル Expressway を介して ENUM ダイヤリングを有効にします。 

 DNS：ローカル Expressway を有効にし、DNS ルックアップを使用してエンドポイントやその他のシステムを見つ

けます。 

 [ユニファイドコミュニケーショントラバーサル（Unified Communications traversal）]：モバイルおよびリモート

アクセスや Jabber Guest などのユニファイドコミュニケーション機能に使用するトラバーサルクライアントゾー

ンまたはトラバーサルサーバゾーン 

 ハイブリッド: Cisco Collaboration Cloud で使用するための具体的に設定されている DNS ゾーンを有効にします。 
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ゾーンタイプは接続の特性を示し、使用できる設定オプションを決定します。トラバーサルサーバゾーン、トラバーサルク

ライアント、およびネイバーゾーンの場合、これは、IP アドレスやポートなど、ネイバーシステムに関する提供情報を示し

ます。ゾーンとゾーンタイプの詳細については、「ゾーンについて（120）」を参照してください。 

また、Expressway には事前に設定されたデフォルトゾーンもあります。デフォルトゾーンは、登録されていないか、また

は認識されておらず、ローカルゾーンまたは既存の設定済みのゾーンのいずれかに属しているエンドポイントまたはその他

のデバイスからの着信コールを表します。 

Expressway とネイバーシステム間の接続は、同じ SIP トランスポートタイプを使用するように設定する必要があります。

つまり、どちらも TLS を使用するように設定するか、どちらも TCP を使用するように設定する必要があります。トランス

ポートタイプの不一致による接続の失敗はイベントログに記録されます。 

ゾーンを作成した後は、通常、1 つ以上のゾーンポリシー検索ルールにターゲットを作成します（[設定（Configuration）] 

> [ダイヤルプラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）]）。これを行わないと、検索要求がそのゾーンに送信さ

れません。 

ネイバー ゾーンの設定 

ネイバーゾーンは別のシステム（VCS や Expressway など）に登録されたエンドポイントの集合であるか、SIP デバイス

（Cisco Unified Communications Manager など）です。別のシステムまたは SIP デバイスはネイバーと呼ばれます。ネイ

バーは固有のエンタープライズネットワークの一部か別のネットワークの一部、あるいは、スタンドアロンシステムである

場合があります。 

別のシステムとのネイバー関係は、ローカル Expressway にネイバーゾーンとしてその別のシステムを追加することによっ

て構築します。ネイバーゾーンでは次の操作を行うことができます。 

 ネイバーに対するエンドポイントのクエリ 

 送信前の要求に対するトランスフォーメーションの適用 

 ローカル Expressway とネイバーゾーン間のコールに使用する帯域幅の制御 

注： 

 ネイバーゾーン関係の定義は一方向です。Expressway にシステムをネイバーとして追加しても、Expressway は自

動的にそのシステムのネイバーにはなりません。 

 設定されたネイバーからのインバウンドコールはそのネイバーからの着信として識別されます。 

 クラスタピアとして設定されたシステム（以前は代替と呼ばれていました）は相互にネイバーとして設定しないで

ください。 

次の表に、ネイバーゾーンの設定可能なオプションを記載します。 

表 9    ネイバーゾーンの設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[設定（Configuration）]セクション： 

名前

（Name） 

名前は一意の ID として機能し、同じタイプのゾ

ーンを区別するために使用されます。 

  

タイプ

（Type） 

ローカル Expressway に関連する指定ゾーンの

特性。[ネイバー（Neighbor）] を選択します。 

ゾーンの作成後にタイプを変更することはできません。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

ホップカウ 

ント（Hop 

count） 

ホップカウントは要求がネイバーゲートキーパ

ーまたはプロキシに転送される回数です（詳細

については、ホップカウントの項を参照してく

ださい）。このフィールドで、この特定のゾー

ンに検索要求を送信するときに使用するホップ

カウントを指定します。 

別のゾーンから受信した検索要求にすでにホップカウント

が割り当てられている場合は、2 つの値のうちの小さいほ

うが使用されます。 

[H.323]セクション： 

モード

（Mode） 

ネイバーシステムで H.323 コールを送受信する

かどうかを決定します。 

  

ポート

（Port） 

ローカル Expressway から発信された H.323 検

索に使用するネイバーシステムのポート。 

これは、ネイバーシステムでその H.323 UDP ポートで設定

されたものと同じポート番号である必要があります。 

ネイバーがゲートキーパーとして動作している Expressway 

の場合は、[設定（Configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [H.323]のページで設定されている[登録 

UDP ポート（Registration UDP port）]の値と一致する必

要があります。 

[SIP]セクション： 

モード

（Mode） 

ネイバーシステムで送受信する SIP コールを許

可するかどうかを決定します。 

  

ポート

（Port） 

ローカル Expressway から発信された発信  

SIP メッセージに使用するネイバーシステム 

のポート。 

これは、その SIP TCP、SIP TLS、または SIP UDP のリス

ニングポート（使用する SIP トランスポートモードに依

存）としてネイバーシステムで設定されているものと同じ

ポート番号である必要があります。 

トランスポー

ト（Trans-

port） 

ネイバーシステムで送受信する SIP コールに 

使用するトランスポートタイプを決定します。

デフォルトは、[TLS]です。 

  

TLS 検証モー

ド（TLS 

verify 

mode） 

TLS を使用して通信するときにネイバーシ 

ステムに対して X.509 証明書チェックを 

Expressway が実行するかどうかを制御します。 

ネイバーシステムが別の Expressway である場合、両方の

システムが互いの証明書を確認できます（相互認証と呼ば

れます）。詳細については、「ネイバーシステムに関する 

TLS 証明書の検証（150 ページ）」を参照してください。 

プロキシ経由

の登録の許可

（Accept 

proxied 

registra-

tions） 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキ

シ経由で送信される SIP 登録を受け入れるか 

どうかを制御します。 

この設定は、Expressway がレジストラとして機能するド 

メイン宛の登録要求にのみ適用されます。他のドメイン宛

の要求の場合は、[SIP 登録プロキシモード（SIP 

registration proxy mode）]の設定が適用されます。詳細

については、登録要求のプロキシ経由での送信を参照して

ください。 

メディア暗号

化モード

（Media 

encryption 

mode） 

このゾーンで送受信される SIP コール（インタ

ーワーキングコールを含む）に Expressway に

よって適用されるメディア暗号化ポリシーを制

御します。 

詳細については、「メディア暗号化ポリシーの設定 

（122 ページ）」を参照してください。 

ICE サポート

（ICE 

support） 

このゾーン内のデバイスで ICE メッセージをサ

ポートするかどうかを制御します。 

詳細については、「ICE Messaging Support の設定 

（120 ページ）」を参照してください。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

ICE パススル

ーサポート

（ICE 

Passthrough 

support） 

このゾーン内で Expressway が ICE パススルー

をサポートする方法を制御します。 

ICE パススルーサポートは ICE サポートよりも優先されま

す。ベストプラクティスとして、ICE パススルーサポートを

オンにして ICE サポートをオフにすることをお勧めします。 

ICE パススルーの設定の詳細と必要なバージョンについて

は、Expressway 設定ガイドのページに用意されている

『Mobile and Remote Access Through Cisco Expressway 

guide』を参照してください。 

マルチストリ

ームモード

（Multistrea

m mode） 

Expressway B2BUA が発呼側間でマルチストリ

ームコールをネゴシエートすることを許可する

かどうかを制御します。 

[オン（On）]：Expressway は、発呼側がこのゾ

ーンを通じてマルチストリームコールをネゴシエ

ートし、セットアップすることを許可します。 

[オフ（Off）]：Expressway はこのゾーンを通じ

てマルチストリームネゴシエーションを拒否し

ます。発呼側は標準コールのネゴシエーション

をフォールバックする必要があります。 

この切り替えは、コールが B2BUA を通過しない場合はコ

ールに影響しません。 

発呼側双方にマルチストリーム機能がない場合、相互に正

しく応答することが予測されるため、デフォルトは[オン

（On）]になっています。ただし、発呼側間のマルチストリ

ームの設定に問題がある場合、マルチストリームモードを

無効にして、発呼側が標準コールをネゴシエートできるか

どうか確認することができます。 

TelePresence Server の場合、標準コールは、

TelePresence Server が、複数のストリームをエンドポイ

ントに送信して独自の方法で処理する代わりに、複数の参

加者から 1 つの「会議」ストリームを構成してエンドポイ

ントに送信することを意味します。 

プリロードさ

れた SIP ルー

トのサポート

（Preloaded 

SIP routes 

support） 

[プリロードされた SIP ルートのサポート

（Preloaded SIP routes support）]を[オン

（On）]に切り替えて、Route ヘッダーを含んだ 

SIP INVITE 要求をこのゾーンで処理できるよう

にします。このヘッダーを含んでいる SIP 

INVITE 要求をゾーンで拒否するには、[プリロー

ドされた SIP ルートのサポート（Preloaded 

SIP routes support）]を[オフ（Off）]に切り替

えます。 

  

AES GCM の

サポート

（AES GCM 

support） 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アル

ゴリズムによる暗号化/復号化を有効にします。 

デフォルトでは、無効になっています。発呼側が AES GCM 

をネゴシエートしようとしている場合は、有効にする必要

があります。 

セッションの

リフレッシュ

に対する SIP 

の更新（SIP 

UPDATE for 
session 

refresh） 

このゾーンで、セッション更新要求の送受信に 

SIP UPDATE メソッドをサポートするかどうか

を指定します。 

[オン（On）]：このゾーンでセッション更新リクエストの 

SIP UPDATE を送受信します。 

[オフ（Off）]：このゾーンではセッション更新リクエス 

トの SIP UPDATE の送受信を許可しません。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

 

[認証（Authentication）]セクション 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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認証ポリシー

（Authenti-

cation 
policy） 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセー 

ジをどのように認証するかを制御し、それらの

メッセージを認証または未認証として処理する

か、あるいは拒否するかを制御します。 

H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP 

メッセージか非ローカルドメインから発信される SIP メ 

ッセージかによって動作が異なります。詳細については、

「認証ポリシーの設定オプション（110 ページ）」を参照

してください。 

SIP 認証信頼

モード（SIP 

authentica-
tion trust 
mode） 

このゾーンからの認証された SIP メッセージ

（P-Asserted-Identity ヘッダーを含んでいる 

もの）はこれ以上のチャレンジをせずに処理 

されるかどうかを制御します。 

詳細については、「SIP 認証の信頼（112 ページ）」を参

照してください。 

[ロケーション（Location）] セクション 

次の方法でピ

アを検索す 

る（Look up 

peers by） 

ピアをアドレスで検索するか、またはサービス

（SRV）レコードルックアップで検索するかを

指定します。 

 アドレス（デフォルト）を使用すると、

最大 6 つのピアを追加できます。[保存

（Save）] をクリックすると、

Expressway がアドレスの検索を行 

います。 

 サービスレコードは、サービスドメイン

に入るためのフィールドを生成します。

[保存（Save）] をクリックすると、

Expressway は、入力されたドメインと

そのゾーンで有効になっているプロトコ

ルとトランスポートに基づいて、その 

DNS サーバにサービスレコードの照会 

を行います。 

次にゾーンページにアクセスすると、ピアアド

レスが表示されているステータスが報告され 

ます。プロトコル（SIP、SIPS、H323）、ピア

が到達可能かどうか、およびピアアドレスの 

後にポートが表示されます。 

SRV レコードルックアップに関する注記： 

有効なサービスルックアップは次の 4 つです。 

 _sip._udp.example.com. SIP over UDP（これは 

Expressway とそのゾーンではデフォルトで無効に

なっています） 

 _sip._tcp.example.com. SIP over TCP 

 _sips._tcp.example.com. SIP over TLS（セキ 

ュア SIP） 

 _h323._udp.example.com. H.323 over UDP 
（他のトランスポートは H.323 ではサポートさ 

れていません） 

SRV レコードルックアップが設定されている所定のネイバ

ーゾーンでは、Expressway が登録できるピアの最大数はデ

フォルトで 10 に制限されます。 

DNS サーバでルックアップを使用する場合は、ゾーンはゾ

ーンポートではなく、SRV レコードで指定されたポート経

由で通信することに注意してください。ファイアウォール

で、DNS 指定のポートを開いたままの状態にする必要があ

ります。 

ピア 1 ～ピア 

2 アドレス

（Peer 1 to 

Peer 6 

address） 

ネイバーシステムの IP アドレスまたは FQDN。 

次の場合に追加ピアのアドレスを入力します。 

 ネイバーが Expressway クラスタ。この

場合は、クラスタ内のすべてのピアを指

定する必要があります。 

 ネイバーの復元力がある Expressway 以

外のシステム。この場合は、そのシステ

ム内の復元力のあるすべての要素のアド

レスを入力する必要があります。 

 

Expressway クラスタへのコールは、そのネイバークラスタ

内で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。詳細については、「Expressway クラスター間の隣接

（164 ページ）」を参照してください。 

Expressway 以外のシステムに接続する場合、リソース使用

率の情報が使用できないときは Expressway はラウンドロ

ビン選択プロセスを使用して通信するピアを決定します。 

[詳細設定（Advanced）] セクション： 
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ゾーンプロフ

ァイル

（Zone 

profile） 

ゾーンの詳細な設定方法を決定します。 

[デフォルト（Default）]：工場出荷時のデフォ

ルトプロファイルを使用します。 

[カスタム（Custom）]：各設定を個別に行うこ

とができます。 

または、事前設定されたプロファイルのいずれ

かを選択して、そのタイプのシステムへの接続

に必要な適切な設定を自動的に使用します。オ

プションは次のとおりです。 

 Cisco Unified Communications 
Manager 

 Cisco Unified Communications 
Manager（8.6.1 または 8.6.2） 

 Cisco Unified Communications 
Manager（9.x 以降） 

 Nortel Communication Server 1000 

 インフラストラクチャデバイス（通常は 

MCU などの非ゲートキーパーデバイス 

に使用） 

詳細設定について詳しくは、「ゾーン設定：詳細設定 

（143 ページ）」を参照してください。 

シスコのカスタマーサポートのアドバイスがあった場合に

個別の詳細設定を行うには、カスタムプロファイルのみを

使用してください。 

『Cisco Unified Communications Manager および 

Expressway 導入ガイド』で Cisco Unified 

Communications Manager のプロファイルの詳細について

参照してください。 

 

トラバーサル クライアント ゾーンの設定 

ファイアウォールを通過するには、トラバーサルサーバ（通常は Expressway-E）を使用して Expressway を接続する必要

があります。この場合、ローカル Expressway がトラバーサルクライアントとなるため、ローカル Expressway にトラバ

ーサルクライアントゾーンを作成してトラバーサルサーバとの接続を確立します。次に、トラバーサルサーバの対応するゾ

ーンの詳細を使用してクライアントゾーンを設定します（トラバーサルサーバも Expressway クライアントゾーンの詳細情

報を使用して設定する必要があります）。 

トラバーサルサーバと隣接させた後は、次のことが可能になります。 

 トラバーサルサーバとしてネイバーを使用する 

 トラバーサルサーバに対してエンドポイントをクエリする 

 トラバーサルサーバに送信する前にクエリへトランスフォーメーションを適用する 

 ローカル Expressway とトラバーサルサーバ間のコールに使用する帯域幅を制御する 

注：NTP サーバをトラバーサルゾーンで動作するように設定する必要があります。 

詳細情報 

ファイアウォールを通過するためにトラバーサルクライアントゾーンとトラバーサルサーバゾーンが連携する仕組みについ

て詳しくは、「ファイアウォールトラバーサルについて（52 ページ）」を参照してください。 

http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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トラバーサルクライアントゾーンの設定 

次の表に、トラバーサルクライアントゾーンの設計可能なオプションを記載します。 

表 10    トラバーサルクライアントゾーンの設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[設定（Configuration）] セクション： 

名前

（Name） 

名前は一意の ID として機能し、同じタイプのゾーンを

区別するために使用されます。 

  

タイプ

（Type） 

ローカル Expressway に関連する指定ゾーンの特性。

[トラバーサルクライアント（Traversal client）] を選択

します。 

ゾーンの作成後にタイプを変更することはできま 

せん。 

ホップカウ

ント（Hop 

count） 

ホップカウントは要求がネイバーゲートキーパーまたは

プロキシに転送される回数です（詳細については、ホッ

プカウントの項を参照してください）。このフィール 

ドで、この特定のゾーンに検索要求を送信するときに 

使用するホップカウントを指定します。 

別のゾーンから受信した検索要求にすでにホップカ

ウントが割り当てられている場合は、2 つの値のう

ちの小さいほうが使用されます。 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）]セクション 

ユーザ名と 

パスワード

（User-

name and 
Password） 

トラバーサルクライアントは常に認証クレデンシャルを

提供することによってトラバーサルサーバで認証される

必要があります。各トラバーサルクライアントゾーン

は、トラバーサルサーバで認証を受けるために使用す 

るユーザ名とパスワードを指定する必要があります。 

1 つ以上のサービスプロバイダに接続するために、

それぞれ異なるクレデンシャルを使用して複数のト

ラバーサルクライアントを指定できます。 

[H.323]セクション： 

モード

（Mode） 

トラバーサルサーバで H.323 コールを送受信するか 

どうかを決定します。 

  

プロトコル

（Proto-

col） 

トラバーサルサーバへのコールに 2 つのファイア 

ウォールトラバーサルプロトコル（Assent または

H.460.18）のどちらを使用するかを指定します。 

詳細については、「ファイアウォールトラバーサル

用ポートの設定（58 ページ）」を参照してくださ

い。 

ポート

（Port） 

ローカル Expressway で送受信する H.323 コールに使

用するトラバーサルサーバのポート。 

H.323 を介してファイアウォールトラバーサルを動

作するようにするには、トラバーサルサーバに、同

じポート番号を使用してこの Expressway を表す 

ために設定したトラバーサルサーバゾーンが必要 

です。 

[SIP]セクション： 

モード

（Mode） 

トラバーサルサーバで SIP コールの送受信を許可す 

るかどうかを決定します。 

  

ポート

（Port） Expressway で送受信する SIP コールに使用するトラ 

バーサルサーバのポート。 

着信 SIP コールに使用するリスニングポートとは異な 

っている必要があります。 

SIP を介してファイアウォールトラバーサルを動作す

るようにするには、トラバーサルサーバに、同じト

ランスポートタイプとポート番号を使用してこの 

Expressway を表すために設定したトラバーサルサー

バゾーンが必要です。 

トランスポ

ート

（Trans-

port） 

トラバーサルサーバで送受信する SIP コールに使用する

トランスポートタイプを決定します。デフォルトは、

[TLS]です。 

  

TLS 検証モ

ード（TLS 

verify 
mode） 

TLS を使用して通信するときのこの Expressway とト 

ラバーサルサーバ間での X.509 証明書チェックと相 

互認証を制御します。 

詳細については、「ネイバーシステムに関する TLS 証

明書の検証（150 ページ）」を参照してください。 
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プロキシ経

由の登録の

許可

（Accept 

proxied 
registra-
tions） 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキシ経由 

で送信される SIP 登録を受け入れるかどうかを制御し 

ます。 

この設定は、Expressway がレジストラとして機能す

るドメイン宛の登録要求にのみ適用されます。他の

ドメイン宛の要求の場合は、[SIP 登録プロキシモー

ド（SIP registration proxy mode）]の設定が適用

されます。詳細については、登録要求のプロキシ経

由での送信を参照してください。 

メディア暗

号化モード

（Media 

encryption 
mode） 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワ 

ーキングコールを含む）に Expressway によって適用 

されるメディア暗号化ポリシーを制御します。 

詳細については、「メディア暗号化ポリシーの設定

（122 ページ）」を参照してください。 

ICE サポー

ト（ICE 

support） 

このゾーン内のデバイスで ICE メッセージをサポート 

するかどうかを制御します。 

詳細については、「ICE Messaging Support の設定

（120 ページ）」を参照してください。 

ICE パスス

ルーサポー

ト（ICE 

Passthroug
h support） 

このゾーン内で Expressway が ICE パススルーをサポ 

ートする方法を制御します。 

ICE パススルーサポートは ICE サポートよりも優先

されます。ベストプラクティスとして、ICE パススル

ーサポートをオンにして ICE サポートをオフにする

ことをお勧めします。 

ICE パススルーの設定の詳細と必要なバージョンにつ

いては、Expressway 設定ガイドのページに用意され

ている『Mobile and Remote Access Through Cisco 

Expressway guide』を参照してください。 

マルチス 

トリーム 

モード

（Multistre

am mode） 

Expressway B2BUA が発呼側間でマルチストリームコ

ールをネゴシエートすることを許可するかどうかを制御

します。 

[オン（On）]：Expressway は、発呼側がこのゾーンを

通じてマルチストリームコールをネゴシエートし、セッ

トアップすることを許可します。 

[オフ（Off）]：Expressway はこのゾーンを通じてマル

チストリームネゴシエーションを拒否します。発呼側は

標準コールのネゴシエーションをフォールバックする必

要があります。 

この切り替えは、コールが B2BUA を通過しない場

合はコールに影響しません。 

発呼側双方にマルチストリーム機能がない場合、相

互に正しく応答することが予測されるため、デフォ

ルトは [オン（On）]になっています。ただし、発呼

側間のマルチストリームの設定に問題がある場合、

マルチストリームモードを無効にして、発呼側が標

準コールをネゴシエートできるかどうか確認するこ

とができます。 

TelePresence Server の場合、標準コールは、

TelePresence Server が、複数のストリームをエンド

ポイントに送信して独自の方法で処理する代わりに、

複数の参加者から 1 つの「会議」ストリームを構成し

てエンドポイントに送信することを意味します。 

SIP Poison 
モード（SIP 

poison 
mode） 

このゾーンを介して見つかったシステムに送信される 

SIP 要求が、この Expressway が再度受信したときには

拒否されるように「ポイズニング」されるかどうかを決

定します。 

  

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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プリロード

された SIP 

ルートのサ

ポート

（Preloade

d SIP 
routes 
support） 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded 

SIP routes support）]を[オン（On）]に切り替えて、

Route ヘッダーを含んだ SIP INVITE 要求をこのゾーン

で処理できるようにします。このヘッダーを含んでいる 

SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するには、[プリロード

された SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes 

support）]を[オフ（Off）]に切り替えます。 

  

SIP パラメ

ータの保持

（SIP 

parameter 
preserva-
tion） 

Expressway の B2BUA がこのゾーンを介してルーティ

ングされた SIP 要求内のパラメータを保持するか、書き

直すかを決定します。 

  

[オン（On）]：このゾーンと B2BUA の間でルーテ

ィングされる要求の SIP 要求 URI と連絡先パラメー

タを保持します。 

[オフ（Off）]：必要に応じて、このゾーンと B2BUA 

の間でルーティングされる要求の SIP 要求 URI と連

絡先パラメータを B2BUA が書き直すことを許可し

ます。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

AES GCM 
のサポート

（AES GCM 

support） 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズ

ムによる暗号化/復号化を有効にします。 

デフォルトでは、無効になっています。発呼側が 

AES GCM をネゴシエートしようとしている場合は、

有効にする必要があります。 

セッション

のリフレッ

シュに対す

る SIP の 

更新（SIP 

UPDATE for 
session 
refresh） 

このゾーンで、セッション更新要求の送受信に SIP 

UPDATE メソッドをサポートするかどうかを指定し 

ます。 

[オン（On）]：このゾーンでセッション更新リクエ

ストの SIP UPDATE を送受信します。 

[オフ（Off）]：このゾーンではセッション更新リク

エストの SIP UPDATE の送受信を許可しません。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

[認証（Authentication）]セクション 

認証ポリシ

ー

（Authenti

cation 
policy） 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどの

ように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証

または未認証として処理するか、あるいは拒否するかを

制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから

発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから発

信される SIP メッセージかによって動作が異なります。 

詳細については、「認証ポリシーの設定オプション

（110 ページ）」を参照してください。 

[クライアントの設定（Client settings）]セクション： 

再試行間隔

（Retry 

Interval） 

トラバーサルサーバへの接続の確立に失敗した試行を再

度試す秒単位の間隔。 

  

[ロケーション（Location）]セクション 

ピア 1 ～ピ

ア 2 アドレ

ス（Peer 1 

to Peer 6 
address） 

トラバーサルサーバの IP アドレスまたは FQDN。 

トラバーサルサーバが Expressway-E のクラスタの場合

は、そのすべてのピアを組み込む必要があります。 

詳細については、「Expressway クラスター間の隣接

（164）」を参照してください。 
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トラバーサル サーバ ゾーンの設定 

Expressway-E はトラバーサルサーバとして機能でき、トラバーサルクライアント（Expressway-C）に代わってファイア

ウォールトラバーサルを実装します。 

ファイアウォールトラバーサルを動作させるには、トラバーサルサーバ（Expressway-E）に特殊なタイプの各トラバーサ

ルクライアントとの双方向の関係が必要です。Expressway-E と Expressway-C 間にこの接続を作成するには、「トラバ

ーサルクライアントとサーバの設定（ページ）」57 ページ を参照してください。ファイアウォールを通過するために、ト

ラバーサルクライアントゾーンタイプとトラバーサルサーバゾーンがどのように連携するかに関する詳細については、「フ

ァイアウォールトラバーサルについて（52 ページ）」を参照してください。 

注：トラバーサルゾーンを確実に機能させるには、NTP サーバと同期させる必要があります。 

トラバーサルクライアントと隣接させた後は、次のことが可能になります。 

 トラバーサルクライアントへファイアウォールトラバーサルサービスを提供する 

 トラバーサルクライアントにエンドポイントを照会する 

 トラバーサルクライアントに送信する前にクエリへトランスフォーメーションを適用する 

 ローカル Expressway とトラバーサルクライアント間のコールに使用する帯域幅を制御する 

 接続アドレスなどのゾーンステータス情報を表示する 

注：ステータス情報に示されている接続アドレスは、トラバーサルサーバゾーンと送信元のデバイス間で NAT 要素により

変換されていることがあります。 

表 11    トラバーサルサーバゾーンの設定リファレンス 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[設定（Configuration）]セクション： 

名前（Name） 名前は一意の ID として機能し、同じタイプのゾーン 

を区別するために使用されます。 

  

タイプ（Type） ローカル Expressway に関連する指定ゾーンの特性。

[トラバーサルサーバ（Traversal server）] を選択し 

ます。 

ゾーンの作成後にタイプを変更することはでき 

ません。 

ホップカウント

（Hop count） 

ホップカウントは要求がネイバーゲートキーパーまた

はプロキシに転送される回数です（詳細については、

ホップカウントの項を参照してください）。このフィ

ールドで、この特定のゾーンに検索要求を送信すると

きに使用するホップカウントを指定します。 

別のゾーンから受信した検索要求にすでにホッ 

プカウントが割り当てられている場合は、2 つ 

の値のうちの小さいほうが使用されます。 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）]セクション 

ユーザ名

（Username） 
トラバーサルクライアントは常に認証クレデンシャル

を提供することによってトラバーサルサーバで認証さ

れる必要があります。 

認証ユーザ名はトラバーサルクライアントが 

Expressway-E に提供する必要がある名前です。 

（トラバーサルクライアントゾーンに接続クレデン 

シャルの[ユーザ名（Username）]として設定され 

ています。） 

また、クライアントの認証ユーザ名とパスワード

については、Expressway-E のローカル認証デー

タベースにエントリがある必要があります。エン

トリのリストを確認し、必要に応じて追加するに

は、[ローカル認証データベース（Local 

authentication database）]ページに移動し 

ます。次のいずれかを行います。 

 [ローカル認証データベースの追加/削除

（Add/Edit local authentication 

database）]リンクをクリックします 

 [設定（Configuration）] > [認証

（Authentication）] > [ローカルデータベ

ース（Local database）] に移動します 

[H.323]セクション： 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

モード

（Mode） 

トラバーサルクライアントで H.323 コールを送受信す

るかどうかを決定します。 

  

プロトコル

（Protocol） 

ファイアウォールまたは NAT の通過に使用するプロト

コル（Assent または H.460.18）を指定します。 

詳細については、「ファイアウォールトラバーサ

ル用ポートの設定（58 ページ）」を参照してく

ださい。 

ポート（Port） トラバーサルクライアントで送受信する H.323 コール

に使用するローカル Expressway-E のポート。 

  

H.460.19 逆多 

重化モード

（H.460.19 

demultiplexing 

mode） 

2 つ以上のコールで同じ 2 つのポートをメディアに使

用するかどうかを決定します。 

[オン（On）]：トラバーサルクライアントからのすべ

てのコールで同じ 2 つのポートをメディアに使用し 

ます。 

[オフ（Off）]：トラバーサルクライアントからの各コ

ールで個別のポートペアをメディアに使用します。 

  

[SIP]セクション： 

モード

（Mode） 

トラバーサルクライアントで SIP コールを送受信する

かどうかを決定します。 

  

ポート（Port） トラバーサルクライアントで送受信する SIP コールに

使用するローカル Expressway-E のポート。 

これは、着信 TCP、TLS、および UDP SIP コー

ルに使用するリスニングポート（通常は 5060 と 

5061）とは異なる必要があります。 

トランスポート

（Transport） 

トラバーサルクライアントで送受信する SIP コールに

使用するトランスポートタイプを決定します。デフォ

ルトは、[TLS]です。 

  

ユニファイドコ

ミュニケーショ

ンサービス

（Unified 

Communicatio

ns services） 

このトラバーサルゾーンが Mobile & Remote Access 

などのユニファイドコミュニケーションサービスを提

供するかどうかを制御します。 

有効にした場合、このゾーンも有効にし、[TLS 

検証モード（TLS verify mode）]を有効にした状

態で TLS を使用する必要があります。 

この設定は [ユニファイドコミュニケーションモ

ード（Unified Communications mode）] が[モ 

バイルとリモートアクセス（Mobile & Remote 

Access）]に設定されているときにのみ適用さ 

れます。 

TLS 検証モード

（TLS verify 

mode）とサブ

ジェクト名

（subject 

name） 

この Expressway とトラバーサルクライアント間での 

X.509 証明書チェックと相互認証を制御します。 

[TLS 検証モード（TLS verify mode）]が有効になって

いる場合は、[TLS 検証サブジェクト名（TLS verify 

subject name）]を指定する必要があります。これは、

トラバーサルクライアントの X.509 証明書内で検索す

る証明書の所有者の名前です。 

トラバーサルクライアントがクラスタ化されてい

る場合、[TLS 検証サブジェクト名（TLS verify 

subject name）]はクラスタの FQDN である必 

要があります。 

詳細については、「ネイバーシステムに関する 

TLS 証明書の検証（150 ページ）」を参照してく

ださい。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

プロキシ経由の

登録の許可

（Accept 

proxied 

registrations） 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキシ経由

で送信される SIP 登録を受け入れるかどうかを制御 

します。 

この設定は、Expressway がレジストラとして機

能するドメイン宛の登録要求にのみ適用されま

す。他のドメイン宛の要求の場合は、[SIP 登録

プロキシモード（SIP Registration Proxy 

Mode）]の設定が適用されます。詳細について

は、登録要求のプロキシ経由での送信を参照して

ください。 

メディア暗号化

モード（Media 

encryption 

mode） 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワー

キングコールを含む）に Expressway によって適用 

されるメディア暗号化ポリシーを制御します。 

詳細については、「メディア暗号化ポリシー 

の設定（122 ページ）」を参照してください。 

ICE サポート

（ICE 

support） 

このゾーン内のデバイスで ICE メッセージをサポート

するかどうかを制御します。 

詳細については、「ICE Messaging Support  

の設定（120 ページ）」を参照してください。 

ICE パススルー

サポート（ICE 

Passthrough 

support） 

このゾーン内で Expressway が ICE パススルーをサポ

ートする方法を制御します。 

ICE パススルーサポートは ICE サポートよりも 

優先されます。ベストプラクティスとして、ICE 

パススルーサポートをオンにして ICE サポート 

をオフにすることをお勧めします。 

ICE パススルーの設定の詳細と必要なバージョ 

ンについては、Expressway 設定ガイドのページ

に用意されている『Mobile and Remote Access 

Through Cisco Expressway guide』を参照して

ください。 

マルチストリー

ムモード

（Multistream 

mode） 

Expressway B2BUA が発呼側間でマルチストリームコ

ールをネゴシエートすることを許可するかどうかを制

御します。 

[オン（On）]：Expressway は、発呼側がこのゾーンを

通じてマルチストリームコールをネゴシエートし、セ

ットアップすることを許可します。 

[オフ（Off）]：Expressway はこのゾーンを通じてマル

チストリームネゴシエーションを拒否します。発呼側

は標準コールのネゴシエーションをフォールバックす

る必要があります。 

この切り替えは、コールが B2BUA を通過しない

場合はコールに影響しません。 

発呼側双方にマルチストリーム機能がない場合、

相互に正しく応答することが予測されるため、デ

フォルトは[オン（On）]になっています。ただ

し、発呼側間のマルチストリームの設定に問題が

ある場合、マルチストリームモードを無効にし

て、発呼側が標準コールをネゴシエートできるか

どうか確認することができます。 

TelePresence Server の場合、標準コールは、

TelePresence Server が、複数のストリームをエ

ンドポイントに送信して独自の方法で処理する代

わりに、複数の参加者から 1 つの「会議」ストリ

ームを構成してエンドポイントに送信することを

意味します。 

ポイズンモード

（Poison 

mode） 

このゾーンを介して見つかったシステムに送信される 

SIP 要求が、この Expressway が再度受信したときに

は拒否されるように「ポイズニング」されるかどうか

を決定します。 

  

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

プリロードされ

た SIP ルートの

サポート

（Preloaded 

SIP routes 

support） 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded 

SIP routes support）]を[オン（On）]に切り替えて、

Route ヘッダーを含んだ SIP INVITE 要求をこのゾーン

で処理できるようにします。このヘッダーを含んでい

る SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するには、[プリロー

ドされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP 

routes support）]を[オフ（Off）]に切り替えます。 

  

SIP パラメータ

の保持（SIP 

parameter 

preservation） 

Expressway の B2BUA がこのゾーンを介してルーティ

ングされた SIP 要求内のパラメータを保持するか、書

き直すかを決定します。 

  

[オン（On）]：このゾーンと B2BUA の間でルー

ティングされる要求の SIP 要求 URI と連絡先パラ

メータを保持します。 

[オフ（Off）]：必要に応じて、このゾーンと 

B2BUA の間でルーティングされる要求の SIP 要

求 URI と連絡先パラメータを B2BUA が書き直す

ことを許可します。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

AES GCM のサ

ポート（AES 

GCM support） 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリ

ズムによる暗号化/復号化を有効にします。 

デフォルトでは、無効になっています。発呼側が 

AES GCM をネゴシエートしようとしている場合

は、有効にする必要があります。 

セッションのリ

フレッシュに対

する SIP の更新

（SIP UPDATE 

for session 

refresh） 

このゾーンで、セッション更新要求の送受信に SIP 

UPDATE メソッドをサポートするかどうかを指定し 

ます。 

[オン（On）]：このゾーンでセッション更新リ 

クエストの SIP UPDATE を送受信します。 

[オフ（Off）]：このゾーンではセッション更新 

リクエストの SIP UPDATE の送受信を許可しま 

せん。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

[認証（Authentication）]セクション 

認証ポリシー

（Authentica-

tion policy） 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどの

ように認証するかを制御し、それらのメッセージを認

証または未認証として処理するか、あるいは拒否する

かを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメイ

ンから発信される SIP メッセージか非ローカルドメイ

ンから発信される SIP メッセージかによって動作が異

なります。 

詳細については、「認証ポリシーの設定オプショ

ン（110 ページ）」を参照してください。 

[UDP/TCP プローブ（UDP / TCP probes）]セクション： 

UDP の再試行 

間隔（UDP 

retry interval） 

キープアライブ確認を受信していない場合にクライア

ントが UDP プローブを Expressway-E へ送信する頻 

度（秒単位）。 

デフォルトの UDP および TCP プローブの再試 

行間隔はほとんどの場合に適しています。ただ

し、NAT バインドのタイムアウトに問題が発生し

た場合は、変更する必要がある場合があります。 

UDP の再試行 

回数（UDP 

retry count） 

コールセットアップ時にクライアントが UDP プローブ

の Expressway-E への送信を試行する回数。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

UDP のキープア

ライブ間隔

（UDP keep 

alive interval） 

コールが確立した後に、ファイアウォールの NAT バイ

ンドを有効にしておくために、クライアントが UDP プ

ローブを Expressway-E に送信する間隔（秒単位）。 

  

TCP の再試行間

隔（TCP retry 

interval） 

キープアライブ確認を受信していない場合にトラバー

サルクライアントが TCP プローブを Expressway-E へ

送信する間隔（秒単位）。 

  

TCP の再試行回

数（TCP retry 

count） 

コールセットアップ時にクライアントが TCP プローブ

の Expressway-E への送信を試行する回数。 

  

TCP のキープア

ライブ間隔

（TCP keep 

alive interval） 

コールが確立しているときに、ファイアウォールの 

NAT バインドを有効にしておくために、トラバーサル

クライアントが TCP プローブを Expressway-E に送信

する間隔（秒単位）。 

  

 

ENUM ゾーンの設定 

ENUM ゾーンでは、ENUM ルックアップを使用してエンドポイントを見つけることができます。使用されている ENUM 

DNS サフィックスに基づき、またはエンドポイントのエイリアスのパターンマッチングにより、あるいはそれらの両方で、

ENUM ゾーンに 1 つ以上の検索ルールを作成できます。 

1 つ以上の ENUM ゾーンを設定した後で、次のことが可能になります。 

 エンドグループのそのグループ宛のエイリアス検索要求にトランスフォーメーションを適用する 

 ローカル Expressway と ENUM エンドポイントの各グループ間でのコールに使用する帯域幅を制御する 

ENUM ゾーンの使用方法と設定方法の詳細については、「ENUM ダイヤリングについて（205 ページ）」を参照してくだ

さい。 

次の表に、ENUM ゾーンの設定可能なオプションを記載します。 

表 12    ENUM ゾーンの設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） 名前は一意の ID として機能し、同じタイプのゾーンを区別する

ために使用されます。 

  

タイプ

（Type） 

ローカル Expressway に関連する指定ゾーンの特性。[ENUM] を

選択します。 

ゾーンの作成後にタイプを変更することは

できません。 

ホップカウン

ト（Hop 

count） 

ホップカウントは要求がネイバーゲートキーパーまたはプロキシ

に転送される回数です（詳細については、ホップカウントの項を

参照してください）。このフィールドで、この特定のゾーンに検

索要求を送信するときに使用するホップカウントを指定します。 

別のゾーンから受信した検索要求にすでに

ホップカウントが割り当てられている場合

は、2 つの値のうちの小さいほうが使用さ

れます。 

DNS サフィッ

クス（DNS 

suffix） 

このゾーンを照会する ENUM ドメインを作成するために変換さ

れた E.164 番号に追加するドメイン。 

  

H.323 モード

（H.323 

Mode） 

このゾーンについて H.323 レコードをルックアップするかを決

定します。 

  

SIP モード

（SIP mode） 

このゾーンについて SIP レコードをルックアップするかどうかを

決定します。 
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DNS ゾーンの設定 

DNS ゾーンでは、DNS ルックアップを使用してエンドポイントを見つけることができます。エンドポイントエイリアスの

パターンマッチングに基づいて DNS ゾーンに 1 つ以上の検索ルールを作成できます。 

1 つ以上の DNS ゾーンを作成した後、そのエンドポイントグループ宛のエイリアス検索要求にトランスフォームを適用で

きます。ローカル Expressway と DNS エンドポイントの各グループ間でのコールに使用する帯域幅を制御することもでき

ます。DNS ゾーンの設定と使用の詳細については、「URI ダイヤルについて（198 ページ）」を参照してください。 

次の表に、DNS ゾーンの設定可能なオプションを記載します。 

表 13    DNS ゾーンの設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） 名前は一意の ID として機能し、同じタイプのゾーンを区別する

ために使用されます。 

  

タイプ（Type） ローカル Expressway に関連する指定ゾーンの特性。[DNS]を選

択します。 

ゾーンの作成後にタイプを変更すること

はできません。 

ホップカウント

（Hop count） 

ホップカウントは要求がネイバーゲートキーパーまたはプロキシ

に転送される回数です（詳細については、ホップカウントの項を

参照してください）。このフィールドで、この特定のゾーンに検

索要求を送信するときに使用するホップカウントを指定します。 

別のゾーンから受信した検索要求にすで

にホップカウントが割り当てられている

場合は、2 つの値のうちの小さいほうが

使用されます。 

[H.323]セクション 

H.323 モード

（H.323 

Mode） 

このゾーンを介した DNS ルックアップを使用して見つかったシ

ステムとエンドポイントに対する H.323 コールを許可するかど

うかを決定します。 

  

[SIP]セクション 

SIP モード（SIP 

mode） 

このゾーンを介した DNS ルックアップを使用して見つかったシ

ステムとエンドポイントに対する SIP コールを許可するかどう

かを決定します。 

  

TLS 検証モード

（TLS verify 

mode）とサブ

ジェクト名

（subject 

name） 

DNS ルックアップにより返された宛先システムサーバに対して 

X.509 認証チェックを Expressway が実行するかどうかを制御

します。 

[TLS 検証モード（TLS verify mode）]が有効になっている場合

は、[TLS 検証サブジェクト名（TLS verify subject name）]を

指定する必要があります。これは、宛先システムのサーバの 

X.509 証明書内で検索する証明書の所有者の名前です。 

この設定は、DNS ルックアップが必要

なプロトコルとして TLS を指定してい

る場合にのみ適用されます。TLS が不要

であれば、設定は無視されます。詳細に

ついては、「ネイバーシステムに関する 

TLS 証明書の検証（150 ページ）」を参

照してください。 

TLS サブジェク

ト名の確認

（TLS verify 

subject name） 

宛先システムのサーバの X.509 証明書で検索する証明書の所有

者の名前（サブジェクト共通名の属性またはサブジェクト代替名

の属性のいずれかに含まれている必要があります）。 

  

TLS 検証着信マ

ッピング（TLS 

verify inbound 

mapping） 

[着信 TLS マッピング（Inbound TLS mapping）] を[オン

（On）]に切り替えて、ピア証明書に TLS 検証サブジェクト名

が含まれている場合に着信 TLS 接続をこのゾーンにマッピング

します。受信した証明書に TLS 検証サブジェクト名（共通名ま

たはサブジェクト代替名）が含まれていない場合は、接続はこの

ゾーンにマッピングされません。 

[着信 TLS マッピング（Inbound TLS 

mapping）]を [オフ（Off）] に切り替え

て、Expressway が着信 TLS 接続をこの

ゾーンにマッピングしようとしないよう

にします。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

デバイス認証 

 

141 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

フォールバック

トランスポート

プロトコル

（Fallback 

transport 

protocol） 

DNS NAPTR レコードと SIP URI パラメータによって必要なト

ランスポート情報が得られないときに DNS ゾーンからの SIP コ

ールに使用するトランスポートタイプ。 

デフォルトは、[UDP]です（有効になっている場合）。 

  

メディア暗号化

モード（Media 

encryption 

mode） 

インターネットへの SIP コール（インターワーキングコールを

含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリ

シーを制御します。 

詳細については、「メディア暗号化ポリ

シーの設定（122 ページ）」を参照して

ください。 

ICE サポート

（ICE support） 

このゾーン内のデバイスで ICE メッセージをサポートするかど

うかを制御します。 

詳細については、「ICE Messaging 

Support の設定（120 ページ）」を参照

してください。 

プリロードされ

た SIP ルートの

サポート

（Preloaded 

SIP routes 

support） 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP 

routes support）]を[オン（On）]に切り替えて、Route ヘッダ

ーを含んだ SIP INVITE 要求をこのゾーンで処理できるようにし

ます。このヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンで拒

否するには、[プリロードされた SIP ルートのサポート

（Preloaded SIP routes support）]を[オフ（Off）]に切り替え

ます。 

  

DNS 要求の変更

（Modify DNS 

request） 

このゾーンからの発信 SIP コールをダイヤルした宛先内のドメ

インではなく、手動で指定した SIP ドメインにルーティングし

ます。 

このオプションは、コールサービス制御

で使用することを主な目的としていま

す。www.cisco.com/go/hybrid-

services を参照してください。 

検索対象のドメ

イン（Domain 

to search for） 

発信 SIP URI のドメインを検索するのではなく、DNS にある 

完全修飾ドメイン名を入力します。元の SIP URI には影響し 

ません。 

  

AES GCM のサ

ポート（AES 

GCM support） 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズムによ

る暗号化/復号化を有効にします。 

デフォルトでは、無効になっています。

発呼側が AES GCM をネゴシエートしよ

うとしている場合は、有効にする必要が

あります。 

セッションのリ

フレッシュに対

する SIP の更新

（SIP UPDATE 

for session 

refresh） 

このゾーンで、セッション更新リクエストを送受信するための 

SIP UPDATE メソッドをサポートするかどうかを指定します。 

[オン（On）]：このゾーンでセッション

更新リクエストの SIP UPDATE を送受

信します。 

[オフ（Off）]：このゾーンではセッショ

ン更新リクエストの SIP UPDATE の送

受信を許可しません。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

 

[認証（Authentication）]セクション 

https://help.webex.com/community/cisco-cloud-collab-mgmt/content?filterID=contentstatus%5bpublished%5d~category%5bhybrid-services%5d
https://help.webex.com/community/cisco-cloud-collab-mgmt/content?filterID=contentstatus%5bpublished%5d~category%5bhybrid-services%5d
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

SIP 認証信頼モ

ード（SIP 

authentication 
trust mode） 

[認証ポリシー（Authentication Policy）]と一緒に使用して、

このゾーンから受信した事前に認証された SIP メッセージ 

（P-Asserted-Identity ヘッダーが含まれているもの）が信頼 

できるかどうかを制御、さらに、Expressway 内で認証済みま 

たは未認証として処理するかどうかを制御します。 

[オン（On）]：事前認証済みメッセージは追加のチャレンジな 

しに信頼され、その後、Expressway 内では認証済みとして扱わ

れます。未認証メッセージは、[認証ポリシー（Authentication 

Policy）]が[クレデンシャルを確認する（Check credentials）]

に設定されている場合はチャレンジされます。 

[オフ（Off）]：既存の認証済みインジケータ（P-Asserted-

Identity ヘッダー）はすべてメッセージから削除されます。 

ローカルドメインからのメッセージは、[認証ポリシー

（Authentication Policy）]が[クレデンシャルを確認する

（Check credentials）]に設定されている場合はチャレンジ 

されます。 

DNS ゾーンの場合、認証済みとして処

理するには、[認証ポリシー

（Authentication Policy）]を常に設定

します。 

[詳細設定（Advanced）]セクション 

アドレスレコー

ドを含める

（Include 

address 
record） 

NAPTR（SIP）レコードまたは SRV（SIP と H.323）レコード

がこのゾーンを介してダイヤルされたエイリアスで検出されなか

った場合は、プライオリティが下位のゾーンの照会に進む前に、

Expressway が A および AAAA DNS レコードを照会するかどう

かを決定します。SIP または H.323 をサポートするシステム以

外で A および AAAA レコードが同じドメインにある場合は、

Expressway は検索が成功したと認識し、コールがこのゾーンに

転送されて、コールが失敗する場合があります。 

[オン（On）]：Expressway は A または AAAA レコードを照会

します。検出された場合、Expressway はプライオリティが下位

のゾーンは照会しません。 

[オフ（Off）]：（デフォルト）Expressway は A および AAAA 

レコードを照会しません。その代わりに、検索を続行し、プライ

オリティが下位の残りのゾーンを照会します。 

  

ゾーンプロファ

イル（Zone 

profile） 

ゾーンの詳細な設定方法を決定します。 

[デフォルト（Default）]：工場出荷時のデフォルトプロファイル

を使用します。 

[カスタム（Custom）]：各設定を個別に行うことができます。 

詳細設定について詳しくは、「ゾーン設

定：詳細設定（143 ページ）」を参照し

てください。 

シスコのカスタマーサポートのアドバイ

スがあった場合に個別の詳細設定を行う

には、カスタムプロファイルのみを使用

してください。 
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Webex ゾーンの設定 

Webex ゾーンとは、事前設定された DNS ゾーンです。これは、Expressway-E を Cisco Webex に接続するために使用し

ます。このゾーンを使用して、Cisco Webex ハイブリッドコールサービスまたは Webex Meetings、あるいはその両方を

有効にすることができます。 

このゾーンを有効にするには： 

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. [タイプ（Type）]ドロップダウンから[Webex]を選択します。 

Expressway によって新しいゾーンが作成されます。名前は事前設定されます。また、Cisco Webex に適切に接続するよ

うに他のパラメータも事前設定されます。 

注：このタイプのゾーンを複数作成することはできません。また、ゾーンを有効化した後で、ゾーンの 1 つのインスタン

スを変更することはできません。 

設定の詳細については、ハイブリッドコールサービスのドキュメントを参照してください。 

ゾーンの設定：詳細設定 

次の表に、カスタムゾーンプロファイルの詳細なゾーン設定オプションを記載します。これらの設定の一部は、特定のゾー

ンタイプのみに適用されます。 

設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

アドレスレコードを

含める（Include 

address record） 

NAPTR（SIP）レコードまたは SRV（SIP と 

H.323）レコードがこのゾーンを介してダイヤ 

ルされたエイリアスで検出されなかった場合は、

プライオリティが下位のゾーンの照会に進む前

に、Expressway が A および AAAA DNS レコー

ドを照会するかどうかを決定します。SIP または 

H.323 をサポートするシステム以外で A および 

AAAA レコードが同じドメインにある場合は、

Expressway は検索が成功したと認識し、コー 

ルがこのゾーンに転送されて、コールが失敗す 

る場合があります。 

[オン（On）]：Expressway は A または AAAA 

レコードを照会します。検出された場合、

Expressway はプライオリティが下位のゾーン 

は照会しません。 

[オフ（Off）]：Expressway は A および AAAA 

レコードを照会しません。その代わりに、検索 

を続行し、プライオリティが下位の残りのゾー 

ンを照会します。 

オフ（Off） DNS  

https://www.cisco.com/go/hybrid-services-call
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設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

ピアステータスのモ

ニタ（Monitor peer 

status） 

Expressway がゾーンのピアのステータスをモ 

ニタするかどうかを指定します。有効になって 

いる場合は、H.323 LRQ または SIP OPTIONS、

あるいはその両方が定期的にピアに送信されま

す。ピアが応答しない場合は、そのピアを非ア 

クティブとマークします。すべてのピアが応答 

しない場合は、ゾーンを非アクティブとします。 

はい（Yes） ネイバー

（Neighbor） 

コールシグナリング

ルーティングモード

（Call signaling 

routed mode） 

このネイバーで送受信するコールのシグナリング

を Expressway がどのように処理するかを指定

します。 

[自動（Auto）]：シグナリングは[コールシグナ

リングの最適化（Call signaling 

optimization）]（[設定（Configuration）] > 

[コール ルーティング（Call routing）]）の設定

に従って行われます。 

[常時（Always）]：シグナリングは[コールシグ

ナリングの最適化（Call signaling 

optimization）]の設定に関係なく、のネイバー

で送受信するコールに応じて行われます。 

トラバーサルゾーンまたは B2BUA を介したコー

ルは常にシグナリングを取得します。 

自動（Auto） ネイバー

（Neighbor） 

H.323 検索に自動的

に応答

（Automatically 

respond to H.323 
searches） 

Expressway がこのゾーン宛の H.323 検索を受

信したときの動作を決定します。 

[オフ（Off）]：LRQ メッセージがゾーンに送信

されます。 

[オン（On）]：検索に自動的に応答します。検索

がゾーンに転送されることはありません。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 

SIP 検索に自動的に

応答（Automatically 

respond to SIP 
searches） 

Expressway が H.323 検索として発信された SIP 

検索を受信したときの動作を決定します。 

[オフ（Off）]：SIP OPTIONS または SIP INFO 

メッセージが送信されます。 

[オン（On）]：検索に自動的に応答します。検索

が転送されることはありません。 

通常はこれをデフォルトの [オフ（Off）]のまま

にしてください。ただし、SIP OPTIONS メッセ

ージオプションを許可しないシステムもありま

す。そのため、これらのゾーンについては、設 

定を [オン（On）]にする必要があります。これ

を [オン（On）]に変更した場合はパターンマッ

チも設定し、このゾーン内で実際にエンドポイ 

ントに一致する検索のみに応答するよう設定す 

る必要もあります。これを行わないと、プライ 

オリティが下位の他のゾーンの検索が続行され、

サポートできない場合でも、このゾーンにコー 

ルが転送されます。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 

DNS  
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設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

相互運用されるコー

ル用に空の INVITE を

送信（Send empty 

INVITE for 

interworked calls） 

Expressway がこのゾーンを介して送信する 

SDP なしに SIP INVITE メッセージを生成するか

どうかを決定します。SDP を使用していない 

INVITE は、宛先デバイスがコーデックの選択を

開始するよう求められることを意味し、コールが 

H.323 からローカルにインターワーキングされて

いた場合に使用されます。 

[オン（On）]：SDP なしの SIP INVITE が生成さ

れます。 

[オフ（Off）]：SIP INVITE が生成され、事前設

定された SDP が挿入されてから INVITE が送信

されます。 

ほとんどの場合、このオプションは通常はデフォ

ルトの [オン（On）]のままにしてください。た

だし、一部のデバイスは SDP なしの INVITE を

許可しません。そのため、これらのゾーンにつ 

いてはこの設定を [オフ（Off）]にする必要があ

ります。 

事前に設定された SDP の設定は、CLI で
xConfiguration Zones Zone [1..1000] 

[Neighbor/DNS] Interworking SIP コマンドを

使用して設定できます。これらの設定値は、シス

コカスタマーサポートのアドバイスがあった場合

にのみ、変更してください。 

オン（On） 
ネイバー

（Neighbor） 

DNS  

SIP パラメータの保

持（SIP parameter 

preservation） 

Expressway の B2BUA がこのゾーンを介してル

ーティングされた SIP 要求内のパラメータを保

持するか、書き直すかを決定します。 

[オン（On）]：このゾーンと B2BUA の間でルー

ティングされる要求の SIP 要求 URI と連絡先パ

ラメータを保持します。 

[オフ（Off）]：必要に応じて、このゾーンと 

B2BUA の間でルーティングされる要求の SIP 要

求 URI と連絡先パラメータを B2BUA が書き直

すことを許可します。 

デフォルト：[オフ（Off）] 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 

DNS 

UC トラバーサル

（UC Traversal） 

トラバーサルサー

バ（Traversal 

Server） 

トラバーサルクラ

イアント

（Traversal 

Client） 
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設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

SIP Poison モード

（SIP poison 

mode） 

[オン（On）]：このゾーンを介して見つかったシ

ステムに送信される SIP 要求が、この 

Expressway が再度受信したときには拒否される

ように「ポイズニング」されます。 

[オフ（Off）]：このゾーンを介して送信され、

Expressway が再度受信する SIP 要求は拒否さ 

れません。これらの要求は通常どおりに処理さ 

れます。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor）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）DNS  

SIP 暗号化モード

（SIP encryption 

mode） 

Expressway がこのゾーンで暗号化された SIP コ

ールを許可するかどうかを決定します。 

[自動（Auto）]：セキュア SIP トランスポート

（TLS）が使用されている場合、SIP コールが暗

号化されます。 

Microsoft：SIP コールは MS-SRTP を使用して

暗号化されます。 

[オフ（Off）]：SIP コールは暗号化されません。 

通常はこのオプションをデフォルトの[自動
（Auto）]のままにしてください。 

自動（Auto） ネイバー

（Neighbor） 

SIP REFER モード

（SIP REFER 

mode） 

SIP REFER 要求の処理方法を決定します。 

[転送（Forward）]：SIP REFER 要求がターゲッ

トに転送されます。 

[終了（Terminate）]：SIP REFER 要求は 

Expressway によって終了されます。 

転送（Forward） ネイバー

（Neighbor） 

Meeting Server ロー

ドバランシング

（Meeting Server 

load balancing） 

X8.11 以降、Cisco Expressway シリーズではコ

ールブリッジグループに含まれる Meeting 

Server 間のコールのロードバランシングに使用

されるメカニズムがサポートされています。 

Cisco Meeting Server がコールブリッジグルー

プに含まれている場合、容量のないサーバ上のス

ペースに参加者が参加しようとすると、コールは

別のサーバーに再ルーティングされます。ルーテ

ィング先のサーバは、元のコールの詳細を使用し

て SIP INVITE をコール制御層に送信します。こ

れにより、参加者は別の Meeting Server 上の適

切なスペースに参加できます。「2 番目」のサー

バに容量があるが、別の Meeting Server にそれ

よりも多い容量がある場合は、2 番目のサーバは

その Meeting Server に SIP INVITE を送信する

よう求めます。 

[オン（On）]：Expressway B2BUA は Meeting 

Server からの INVITE を処理します。Unified 

CM またはこの Expressway に登録されているエ

ンドポイント、あるいは隣接する VCS または 

Expressway に登録されているエンドポイントに

対してロードバランシングを有効にする必要があ

ります。 

[オフ（Off）]： Expressway B2BUA は Meeting 

Server からの INVITE を処理しません。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 
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設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

SIP マルチパート 

MIME 削除モード

（SIP multipart 

MIME strip mode） 

複数の MIME ストリッピングをこのゾーンから

の要求上で実行するかどうかを制御します。 

通常はこのオプションをデフォルトの [オフ

（Off）]のままにしてください。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 

SIP UPDATE 削除モ

ード（SIP UPDATE 

strip mode） 

Expressway がこのゾーンで送受信するすべての

要求と応答の Allow ヘッダーから UPDATE メソ

ッドを削除するかどうかを制御します。 

通常はこのオプションをデフォルトの [オフ

（Off）]のままにしてください。ただし、Allow 

ヘッダーの UPDATE メソッドをサポートしてい

ないシステムもあります。そのため、これらのゾ

ーンについては設定を [オン（On）]にする必要

があります。 

オフ（Off） ネイバー

（Neighbor） 

相互接続 SIP 検索戦

略（Interworking 

SIP Search 

Strategy） 

H.323 コールとインターワーキングするときに 

Expressway が SIP エンドポイントをどのように

検索するかを決定します。 

[オプション（Options）]：Expressway は 

OPTIONS 要求を送信します。 

[情報（Info）]：Expressway は INFO 要求を送

信します。 

通常はこのオプションをデフォルトの[オプショ

ン（Options）]のままにしてください。ただし、

OPTIONS 要求に応答できないエンドポイントも

あります。そのため、これらのエンドポイント 

については[情報（Info）]に設定する必要があ 

ります。 

オプション（Options） ネイバー

（Neighbor） 

SIP UDP/BFCP フィ

ルタモード（SIP 

UDP/BFCP filter 

mode） 

このゾーンに送信された INVITE 要求から 

UDP/BFCP をフィルタリングにより除去するか

どうかを決定します。UDP/BFCP プロトコルを

サポートしない SIP デバイスとの相互運用性を

有効にするためにこのオプションが必要な場合が

あります。 

On：UDP/BFCP プロトコルを参照しているメデ

ィア回線が TCP/BFCP で置き換えられ、無効に

なります。 

Off：INVITE 要求は変更されません。 

オフ（Off） 
ネイバー

（Neighbor） 

DNS  
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設定 説明 デフォルト ゾーンタイプ 

SIP UDP/IX フィルタ

モード（SIP UDP/IX 

filter mode） 

このゾーンに送信された INVITE 要求から 

UDP/UDT/IX または UDP/DTLS/UDT/IX をフィ

ルタリングにより除去するかどうかを決定しま

す。UDP/UDT/IX プロトコルまたは 

UDP/DTLS/UDT/IX プロトコルをサポートしない 

SIP デバイスとの相互運用性を有効にするために

このオプションが必要な場合があります。 

On：UDP/UDT/IX プロトコルまたは 

UDP/DTLS/UDT/IX プロトコルを参照するメディ

ア回線を RTP/AVP で置き換えて無効にします。 

Off：INVITE 要求は変更されません。 

次の場合は[SIP UDP/IX フィルタモード（SIP 

UDP/IX filter mode）]を[オン（On）]に設定す

ることを推奨します。 

 外部ネットワークまたはシスコ以外のイ

ンフラストラクチャに接続されているネ

イバーゾーンを通じてルーティングされ

ている Business-to-Business（B2B） 

コール 

 Unified CM 8.x 以前に内部的に接続され

ているコール（9.x 以降の場合は[オフ

（Off）]に設定） 

Cisco Unified Communications 

Manager で事前設定されたゾーンプロ

ファイルでは [オフ（Off）]。 

それ以外の場合は [オン（On）]。 

ネイバー

（Neighbor） 

DNS  

SIP レコードルート

アドレスタイプ（SIP 

record route 

address type） 

Expressway がその IP アドレスを使用するか、

このゾーンへの発信 SIP 要求のレコードルート

またはパスのヘッダーのホスト名を使用するか 

を制御します。 

[IP]：Expressway の IP アドレスを使用します。 

[ホスト名（Hostname）]：Expressway のシス

テムホスト名を使用します（空白の場合は、IP 

アドレスが使用されます）。 

IP 
ネイバー

（Neighbor） 

DNS  

SIP プロキシ - ヘッ

ダー削除リストが必

要（SIP Proxy-

Require header 

strip list） 

このゾーンから受信した SIP 要求の Proxy-

Require ヘッダーを検索し、そのヘッダーから削

除するオプションタグのカンマ区切りのリスト。 

なし（None） 
ネイバー

（Neighbor） 
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ゾーンの設定：事前設定されたプロファイルの設定 

次の表に、事前に設定されたプロファイルに自動的に適用される詳細なゾーン設定オプションを示します。 

設定 Cisco Unified 

CM 9.x or 以降 

Cisco Unified CM 

8.6.1 または 8.6.2 

Cisco Unified 

CM 

Nortel Communication 

Server 1000 
インフラストラ

クチャデバイス 

デフォルト 

ピアステータスの

モニタ（Monitor 

peer status） 

はい（Yes） はい（Yes） はい（Yes） はい（Yes） いいえ（No） はい

（Yes） 

コールシグナリン

グルーティングモ

ード（Call 

signaling routed 

mode） 

常に（Always） 常に（Always） 常に

（Always） 

自動（Auto） 常に（Always） 自動

（Auto） 

H.323 検索に自動

的に応答

（Automatically 

respond to H.323 

searches） 

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オン（On） オフ（Off） 

SIP 検索に自動 

的に応答

（Automatically 

respond to SIP 

searches）  

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オン（On） オフ（Off） 

相互運用されるコ

ール用に空の 

INVITE を送信

（Send empty 

INVITE for 

interworked 

calls） 

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） 

SIP Poison モー

ド（SIP poison 

mode） 

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） 

SIP 暗号化モード

（SIP encryption 

mode） 

自動（Auto） 自動（Auto） 自動（Auto） 自動（Auto） 自動（Auto） 自動

（Auto） 

SIP REFER モード

（SIP REFER 

mode） 

転送

（Forward） 

転送（Forward） 転送

（Forward） 

転送（Forward） 転送

（Forward） 

転送

（Forward） 

SIP マルチパート 

MIME 削除モード

（SIP multipart 

MIME strip 

mode） 

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） 
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設定 Cisco Unified 

CM 9.x or 以降 

Cisco Unified CM 

8.6.1 または 8.6.2 

Cisco Unified 

CM 

Nortel Communication 

Server 1000 
インフラストラ

クチャデバイス 

デフォルト 

SIP UPDATE 削除

モード（SIP 

UPDATE strip 

mode） 

オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） オン（On） オフ（Off） オフ（Off） 

相互接続 SIP  

検索戦略

（Interworking 

SIP Search 

Strategy） 

オプション

（Options） 

オプション

（Options） 

オプション

（Options） 

オプション

（Options） 

オプション

（Options） 

オプション

（Options） 

SIP UDP/BFCP フ

ィルタモード

（SIP UDP/BFCP 

filter mode） 

オフ（Off） オフ（Off） オン（On） オフ（Off） オフ（Off） オフ（Off） 

SIP UDP/IX フィ

ルタモード（SIP 

UDP/IX filter 

mode） 

オン（On） オン（On） オフ（Off） オン（On） オン（On） オン（On） 

SIP レコードルー

トアドレスタイプ

（SIP record 

route address 

type） 

IP IP IP IP IP IP 

SIP プロキシ - ヘ

ッダー削除リスト

が必要（SIP 

Proxy-Require 

header strip list） 

<空白> <空白> <空白> "com.nortelnetworks. 

firewall" 
<空白> <空白> 

 

Expressway と Unified CM 間の SIP トランクの設定詳細： 

Expressway 設定ガイドページの『SIP Trunk を介した Cisco Expressway および CUCM 導入ガイド』を参照してください。 

ネイバー システムの TLS 証明書の確認 

SIP TLS 接続が Expressway とネイバーシステム間で確立されている場合、ネイバーシステムの ID を確認するためにその

システムの X.509 証明書を確認するように Expressway を設定できます。これを行うには、ゾーンの [TLS 検証モード

（TLS verify mode）]を設定します。 

TLS 検証モードが有効にされている場合、ゾーン設定の[ピアアドレス（Peer address）]フィールドに指定されたネイバ

ーシステムの FQDN または IP アドレスがそのシステムで提示された X.509 証明書に含まれる証明書の所有者名と照合する

ために使用されます。（名前は証明書のサブジェクト共通名の属性またはサブジェクト代替名の属性のいずれかに含まれて

いる必要があります）。証明書自体も有効であり、信頼された認証局によって署名されている必要があります。 

トラバーサルサーバと DNS ゾーンでは、接続元のトラバーサルクライアントの FQDN または IP アドレスは設定されない

ため、必須の証明書の所有者の名前を個別に指定する必要があります。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ネイバーシステムが別の Expressway であるか、またはトラバーサルクライアントとトラバーサルサーバの関係がある場合、

互いの証明書を認証するように 2 つのシステムを設定できます。これは相互認証と呼ばれ、この場合は各 Expressway が

クライアントとサーバの両方として機能します。そのため、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。 

証明書の確認についての詳細、および Expressway のサーバ証明書のアップロードと信頼できる認証局のリストのアップロ

ードの手順については、「セキュリティ証明書について（281 ページ）」を参照してください。 

着信コール専用のゾーンの設定 

エイリアス検索要求を送信しないように（このゾーンからの着信コールのみを受信する場合など）ゾーンを設定するには、

ターゲットとしてそのゾーンが必要な検索ルールを定義しないでください。 

このシナリオでは、ゾーンを表示するときに、検索ルールが設定されていないことを示す警告を無視できます。 
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クラスタリングとピア 

ここでは、Expressway ピアのクラスタのセットアップ方法について説明します。Expressway の導入のキャパシティを高

め、復元力を提供するためにクラスタリングを使用します。 

クラスタについて ............................................................................................................... 152 

クラスタライセンスの使用方法とキャパシティのガイドライン........................................... 154 

クラスタとピアの管理 ........................................................................................................ 157 

クラスタレプリケーションの問題のトラブルシューティング .............................................. 165 

クラスタについて 

Expressway は最大 6 つの Expressway で構成されるクラスタに含めることができます。クラスタ内の各 Expressway が

クラスタ内の他のすべての Expressway のピアです。クラスタを作成する際は、クラスタ名を定義し、1 つのピアをプラ 

イマリとして指定します。このプライマリピアの設定が、他のピアに複製されます。クラスタを使用する目的は次のとお 

りです。 

 キャパシティ。単一の Expressway と比べて、Expressway 導入環境のキャパシティを引き上げる。 

 復元力。Expressway がメンテナンスモードになっている間、あるいはネットワークの停止や停電またはその他の

理由により万が一 Expressway にアクセスできなくなった場合に備え、冗長性を確保します。 

注：キャパシティの増加につながるのは、4 つのピアまでです。たとえば 6 つのピアからなるクラスタでは、5 番目と 6 

番目の Expressways はクラスタにコールキャパシティを追加しません。復元力はキャパシティではなく、ピアの追加によ

って強化されます。 

ピアは、帯域幅の使用や、登録数およびユーザアカウント数に関して互いに情報を共有します。これにより、次に示す例の

ように、クラスタは 1 つの大規模な Expressway ローカルゾーンとして機能できます。 

http://www.cisco.com/
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プライマリ構成について 

クラスタ内のすべてのピアで、サブゾーン、ゾーン、リンク、パイプ、認証、帯域幅制御、およびコールポリシーの設定を

同一にする必要があります。これを行うには、クラスタ名を定義し、プライマリ構成として 1 つのピアを指定します。プラ

イマリピアに加えられた設定変更は、クラスタ内の他のすべてのピアに自動的に複製されます。 

設定変更はプライマリ Expressway のみで行う必要があります。 

注意：すべてのピアが稼動し、クラスタが安定するまではクラスタ全体の設定を調整しないでください。いずれかのピアが

アップグレード中または再起動中である、あるいはサービスを使用できない状態でクラスタ設定の変更を行った場合、クラ

スタ データベースの複製により悪影響が及ぶ恐れがあります。 

他のピアに対する変更がクラスタ全体に反映されることはなく、次にプライマリの設定がピア全体に複製された場合に上書

きされます。一部のピア固有の設定項目については例外です。 

クラスタ内のすべてのピアに変更で更新されるまで、最大 1 分待つ必要があります。 
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ピア間のセキュアな通信 

Expressway は、クラスタピア間の通信を保護するために Transport Layer Security（TLS）を使用します。ピアは、証明

書を使用して互いを特定します。TLS 検証を行う場合は、Expressway に他のすべてのピアによって信頼されている証明書

が必要です。このような証明書がない場合は、クラスタに参加できません。 

DNS によるピアの解決 

ピア間で TLS 検証を行う場合、ピアは証明書から読み取られたとおりに互いの FQDN を解決できる必要があります。 

X8.9.2 以前では、ピアが DNS を使用して互いの IP アドレスを解決する必要がありました。ただし、この場合 DMZ のよ

うな隔離されたネットワークで Cisco Expressway-E ピアのクラスタを作成するときに問題が発生します。通常、ピアは内

部 DNS サーバに到達できません。また、パブリック DNS に（プライベート）クラスタリング IP アドレスを配置すること

は望ましくありません。サーバ証明書の共通名またはサブジェクト代替名として IP アドレスを使用できないと、問題が複

雑になります。 

X8.9.2 以降では、内部クラスタアドレスマッピングテーブルを使用して、強制的な TLS 検証で FQDN クラスタリングを実

行できます。パブリック FQDN は引き続きクラスタピアを定義するために使用され、引き続き証明書に存在します。ただ

し、内部マッピングテーブルは各クラスタピアの（プライベート）クラスタリング IP アドレスにこれらを解決するために

（通常の DNS の前に）調べられます。 

FQDN および TLS 認証を使用してクラスタを作成することをお勧めします。これを設定するには、クラスタを構成します。最

初に IP アドレスを使用して、FQDN に変更する前にアドレスマッピングを追加します。その後、TLS 認証を有効にできます。 

詳細な手順については、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページのご使用のバージョンに対応する『Cisco 

Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』を参照してください。 

クラスタ ライセンスの使用方法とキャパシティのガイドライン 

このセクションでは、クラスタ全体でライセンスを使用する方法とキャパシティのガイドラインについて説明しています。

参照しやすいように、スタンドアロンシステムに対応するキャパシティのガイドラインも含めています。 

このセクションは、Cisco Expressway シリーズの製品にのみ適用されます。Cisco VCS の詳細については、Cisco 

TelePresence Video Communication Server の管理および操作ガイドページ（または X12.5.x 以前のソフトウェアを実行

している場合）の『X12.5.2 Cisco VCS 管理者ガイド』を参照してください。 

キャパシティ ガイドライン 

Cisco Expressway シリーズ（Cisco VCS 以外）でサポートされる最大容量は、次の表にリストされています。実際の導入

でパフォーマンスに影響を与える要因が多いため、これらの図はガイドラインについてのみ掲載していますが動作を保証し

ているわけではありません。Expressway がサポートしているユースケースが多いので、独自で行う特定の導入に対応する

容量制限を実現することはできません。次の 2 つの重要な注意事項が適用されます。 

 この数値は、すべての必要なソフトウェアライセンスが適用されていると仮定しています。 

 この数値は、特定かつ専用の Expressway シナリオでテストされたものです。これらは、単一のサービスまたはシ

ナリオに使用される Expressway またはクラスタに基づいています（たとえば、MRA のみを使用する場合や、ビジ

ネスコールのみを使用する場合）。マルチサービス導入のためのテスト済みキャパシティガイドラインを提供する

ことはできません。 

最大 6 台まで Expressway システムをクラスタ化して、キャパシティを最大 4 倍にできます。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-maintenance-guides-list.html
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依存関係 

コールに対応する数は、同時コール数を表します。 

同時コールと RMS ライセンスは 1 対 1 の関係ではありません。さまざまな要因によって RMS ライセンスの使用が決定さ

れます。つまり、いくつかのコールが「自由」に使用されており、他のコールは複数のライセンスを使用している場合があ

ります。 

CE1200 は Cisco Expressway シリーズに対応していますが、Cisco VCS では使用できません。 

6000 TURN リレーをサポートするには、大規模システム（大規模な VM または CE1200）に対して [大規模 Expressway 

の TURN ポートを多重化（TURN Port Multiplexing on Large Expressway）] を有効にする必要があります（[設定 

(Configuration)] > [トラバース（Traversal）] > [TURN]）。 

小規模 VM は、Cisco Business Edition 6000 プラットフォームまたは Cisco Business Edition 6000 仕様に一致する汎用ハー

ドウェア / ESXi でサポートされています。小規模 VM の数字は、M5 ベースの BE6000 アプライアンスに対応しています。 

スタンドアロン システムのキャパシティ数 

次の表は、スタンドアロン Expressway の基本キャパシティを表しています。 

表 14    スタンドアロンキャパシティのガイドライン：シングル Expressway 

プラットフォ

ーム 

登録 

（ルーム/デスク 

トップ） 

ビデオコール 音声専用コール RMS ライセンス MRA 登録 

（プロキシ実 

施済み） 

TURN リレー* 

CE1200 5,000 500 1000 500 5000 6000 
大規模 VM 5,000 500 1000 500 2500 6000 

中規模 VM 2,500 100 200 100 2,500 1800 

小規模 VM 2000 40 非 MRA 

20 MRA 

40 75 200 1800 

 

クラスタ システムのキャパシティ数 

次の表は、4 つの Expressways（スケールゲインの最大クラスタサイズ）を搭載したクラスタシステムのキャパシティが

増えた状態を示しています。2 つまたは 3 つのノードを持つクラスタのキャパシティを決定するには、2 または 3 の因数

をそれぞれスタンドアロンの数字に適用します。 

表 15    クラスタ化されたキャパシティのガイドライン：4 つの機能を搭載したクラスタの例 

プラットフォ

ーム 

登録 

（ルーム/デスクト

ップ） 

ビデオコール 音声専用コール RMS ライセンス MRA 登録 

（プロキシ実施

済み） 

TURN リレー* 

CE1200 20,000 2000 4000 2000 20,000 24,000 
大規模 VM 20,000 2000 4000 2000 10,000 24,000 

中規模 VM 10,000 400 800 400 10,000 7200 

小規模 VM 2000 40 非 MRA 

20 MRA 

40 75 200 1800 

 

導入例 

たとえば、デスクトップへの登録を最大 750 件同時に実施して 250 件のリッチメディアセッションを処理できる耐障害性

クラスタを導入する必要があるとします。この場合は、次のようにして 4 つのピアを設定することができます。 
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  ピア 1 ピア 2 ピア 3 ピア 4 総クラスタ容量 

デスクトップ登録ライセンス 250 250 250 0 750 

リッチメディアセッション 100 100 50 0 250 

 

この例ではライセンスはすべてのピアで共有されるため、エンドポイントがどのピアに登録するかは問題になりません。ピア

のいずれかが一時的にサービスを中断しても、一連のコールライセンスのすべてを、そのままクラスタ全体で使用できます。 

クラスタ内のコール 

エンドポイントが同じクラスタ内の異なるピアに登録されたライセンス使用状況は、クラスタ全体のコールメディアトラバ

ーサルによって異なります。 

 コールメディアがクラスタピアを通過しない場合、エンドポイント間のコールは RMS ライセンスを消費しません

（「登録済み」のコールです）。 

 コールメディアがクラスタピアを通過する場合、エンドポイント間のコールでは、B2BUA が使用されている場合に、

管理対象の電子ライセンスが使用されます。 

クラスタ システムのライセンス使用状況 

ライセンスがどのピアにインストールされるかにかかわらず、次のライセンスタイプがクラスタ内のピアで使用できるよう

にプールされています。 

 リッチメディアセッションライセンス 

 TURN リレーライセンスが必要です（TURN relay licenses） 

可能であれば、ライセンスの数はクラスタ内のすべてのピア全体に均一に配布することを推奨します。各クラスタピアにイン

ストールされているすべてのコールライセンス、登録ライセンス、TURN リレーライセンスの概要を確認するには、「オプシ

ョン キー（Option keys）」ページに移動して、[現在のライセンス（Current licenses）]までスクロールダウンします。 

使用制限 

各 Expressway ピアで実際に使用可能なライセンスの最大数は、表に記載されているとおり、アプライアンスまたは VM 

の物理容量によって異なります。たとえば、大規模 Expressway VM がサポートする最大キャパシティは、500 の同時ビデ

オコールです。2 つの大規模 VM がクラスタ化されていて、それぞれに 300 のリッチメディアセッション（RMS）ライセ

ンスがインストールされている場合、クラスタの有効キャパシティは 600 の同時ビデオコールになります。クラスタから 

1 つのピアが削除された場合、残りのピアは 600 RMS のすべてのライセンスを 14 日間保持しますが、最大 500 の同時ビ

デオコールのみをサポートします。 

次の使用率のしきい値のいずれかに到達した場合は、容量アラームが発生します。 

 同時発生コールの数がクラスタの容量の 90% に到達した 

 任意の 1 台のユニットで同時発生コールの数がユニットの物理的な容量の 90% に到達した 

ピアが利用できない場合、ライセンスはどうなりますか。 

クラスタピアが使用できなくなった場合は、そのピアにインストールされた共有可能なライセンスは、ピアへの接続をクラ

スタが失った時から 2 週間の期間中、残りのクラスタピアにそのまま使用できます。これにより、クラスタの全体的なライ

センスキャパシティが一時的に維持されます（ただし、各ピアはその物理キャパシティによって制限されることに注意して

ください）。2 週間の期間が過ぎると、使用できないピアに関連付けられたライセンスがクラスタから削除されます。クラ

スタに対して同じキャパシティを維持する必要があり、そのクラスタを使用しないピアを修復できない場合は、別のピアに

新しいオプションキーをインストールする必要があります。 
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クラスタとピアの管理 

クラスタのセットアップ 

始める前に 

1. ご使用のバージョンに対応する『Cisco Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』（Cisco Expressway シ

リーズ設定ガイドのページに用意されています）に記載されているすべての前提条件が満たされていることを確認

してください。 

2. クラスタをセットアップする前に Expressway データをバックアップすることを推奨します。手順については、

『Cisco Expressway クラスタの制作および保守導入ガイド』を参照してください。 

プロセス 

クラスタを作成するには、最初にプライマリピアを設定してから、その他のピアを一度に 1 つずつクラスタに追加します。 

クラスタの管理 

「クラスタリング（Clustering）」ページ（[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]）には、この 

Expressway が属するクラスタ内のすべてのピアの IP アドレスのリストが表示され、プライマリとして設定されているピ

アが識別されます。 

クラスタ構成 

 [クラスタ名（Cluster name）]を使用して、Expressway の 1 つのクラスタを他のクラスタから識別します。この 

Expressway クラスタに対応する SRV レコードで使用する完全修飾ドメイン名（FQDN）に設定します（例：

cluster1.example.com）。 

FQDN は複数レベルで構成できます。各レベルの名前に使用できるのは文字、数字、ハイフンのみで、各レベルは

ピリオド（ドット）で区切ります。レベル名はハイフンで開始または終了できません。また、最後のレベル名は文

字で開始する必要があります。クラスタ名は FindMe が有効になっている場合に必要です。 

 すべてのピアが、プライマリとして設定するピアについて同意する必要があります。各ピアに同じ番号を使用し、

すべてのピアで[ピア N アドレス（Peer N addresses）]リストを同じ順序にしておきます。 

 すべてのピアは同じ IP バージョンを使用する必要があります。すべてのピアで[クラスタ IP バージョン（Cluster 

IP version）]を同じ値に設定します。 

 すべてのピアで同じ[TLS 検証モード（TLS verification mode）]を使用する必要があります。セキュリティを強化

するには、[強制（Enforce）]を選択しますが、ピアは信頼できる CA に対して互いの証明書を検証できる必要があ

ることに注意してください。 

 [クラスタアドレスマッピング（Cluster Address Mapping）]オプションを使用すると、Cisco Expressway-E ピ

アの FQDN をプライベート IP アドレスにマッピングできます。クラスタアドレスマッピングを使用すると、パブ

リック DNS とピアのパブリック IP アドレスを使用する必要がないため、隔離されたネットワークにピアの TLS ク

ラスタリングを適用することができます。 

クラスタのその他の設定 

設定変更はプライマリ Expressway のみで行う必要があります。 

注意：すべてのピアが稼動し、クラスタが安定するまではクラスタ全体の設定を調整しないでください。いずれかのピアが

アップグレード中または再起動中である、あるいはサービスを使用できない状態でクラスタ設定の変更を行った場合、クラ

スタ データベースの複製により悪影響が及ぶ恐れがあります。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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他のピアに対する変更がクラスタ全体に反映されることはなく、次にプライマリの設定がピア全体に複製された場合に上書

きされます。一部のピア固有の設定項目については例外です。 

クラスタ内のすべてのピアに変更で更新されるまで、最大 1 分待つ必要があります。 

クラスタに対するピアの追加と削除 

クラスタを設定した後、そのクラスタに新しいピアを追加したり、クラスタからピアを削除したりできます（Expressway 

設定ガイドページの『Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』を参照してください）。 

次の点に注意してください。 

 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はできません。 

 ピアがさまざまな LAN に導入されている場合、ピア間の遅延の程度が低くなるよう、ネットワーク間に十分な接続

性を確保する必要があります。 

 クラスタピアは個別のサブネットに配置することができます。ピアは、サブネット境界を越えて送信される H.323 

メッセージングを使用して互いに通信します。 

 同じ LAN にクラスタ内のすべてのピアを導入すると、ローカルドメイン名やローカルドメインサブネットマスクな

ど、同じルーティング情報を使用して設定できます。 

 クラスタからピアを削除するには、そのピアのすべてのピアアドレスフィールドをクリアして設定を保存した後、

再起動する必要があります。 

注意：クラスタリングページからすべてのピアアドレスフィールドをクリアして設定を保存した場合、

Expressway を次に再起動したときに、自動的に Expressway が初期設定にリセットされます。つまり、LAN1 イ

ンターフェイスの基本的なネットワーク設定を除き、既存の設定のすべてを失うことになります。これには、フィ

ールドをクリアしてから次に再起動するまでに行ったすべての設定も含まれます。 

Expressway に、初期設定へのリセットが保留中であることを通知するバナーが表示されます。 

初期設定にリセットさせないためには、クラスタリングピアアドレスフィールドを以前とまったく同じ状態に復元

します。元のピアアドレスを同じ順序で置き換えてから設定を保存すると、バナーがクリアされて、リセットが防

止されます。 

プライマリ ピアの変更 

通常は、次の場合の[プライマリ設定（Configuration primary）]を変更する必要があります。 

 元のプライマリピアに障害が発生した場合 

 プライマリ Expressway ユニットをサービスから外す必要がある場合 

プライマリに障害が発生した場合、プライマリから設定をコピーできなくなり互いに同期できない状態になった場合を除き、

残りのピアは通常どおりに機能し続けます。 

プライマリピアを変更するには、クラスタ内の他のすべての Expressway にログインし、次のように各ピアでプライマリ設

定を変更します。 

1. Expressway にログインし、[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]に移動します。 

2. [プライマリ設定（Configuration primary）]を、新しいプライマリとして設定するピアに変更します（番号を同じ

ページの[ピア N アドレス（Peer N address）]フィールドと照合します）。 

3. [保存（Save）]をクリックします。 

4. クラスタ内のすべてのピアに対してこれを繰り返し、各ピアに同じ新しいプライマリを選択していることを確認 

します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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このプロセス中に、プライマリピア設定の不整合に関するアラームが一部のピアで生成される場合があります。これらのア

ラームは、クラスタ内のすべてのピアが新しいプライマリで設定されると引き下げられます。 

有効なクラスタアドレスマッピングが設定されている FQDN を使用している場合、これ以上の手順は必要ありません。 

クラスタ ステータスのモニタリング 

「クラスタリング（Clustering）」ページの下部にあるステータスのセクションには、クラスタの現在のステータスと前回

および次回の同期の時刻が表示されます。 

クラスタ化システムのピア固有の項目 

設定のほとんどの項目は、プライマリピアを介してクラスタ内のすべてのピアに適用されます。ただし、次の項目（Web 

インターフェイスで、†でマークされている）は各クラスタピアで個別に指定する必要があります。 

注：プライマリピア以外のすべてのピアに適用された設定データは変更しないでください。変更してもマスターから上書き

されるか、プライマリの複製に失敗する場合があります。 

クラスタ構成（[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]） 

クラスタを構成するピア N アドレスのリスト（ピアそれ自体のアドレスを含む）は各ピアで指定される必要があり、各ピ

アで一致する必要があります。 

各ピアに[クラスタ名（Cluster name）]、[設定プライマリ（Configuration primary）]、および[クラスタ IP バージョン

（Cluster IP version）]を指定し、すべてのピアでこれらの項目が一致する必要があります。 

注：クラスタアドレスマッピングを有効にする必要がある場合は、最初にクラスタを IP アドレスで形成することをお勧め

します。その後は、1 つのピアにマッピングを追加するだけで済みます。 

イーサネット速度（[システム（System）] > [ネットワークインターフェイス（Network interfaces）] > [イーサネット

（Ethernet）]） 

イーサネット速度は、各ピアに固有です。各ピアでは、イーサネットスイッチに接続するために多少異なる要件がある場合

があります。 

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

LAN の設定は、各ピアで固有です。 

 IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはこの両方であるかにかかわらず、ピアごとに一意の IP アドレスが必要です。 

 IP ゲートウェイの設定はピアに固有です。各ピアで異なるゲートウェイを使用できます。 

各ピアが同じプロトコルをサポートする必要があるので、IP プロトコルがすべてのピアに適用されることに注意してください。 

IP スタティックルート（[システム（System）] > [ネットワーク インターフェイス（Network interfaces）] > [スタティ

ック ルート（Static routes）]） 

追加するスタティックルートはピアに固有なので、必要に応じて、異なるルートを異なるピアで作成できます。クラスタ内

のすべてのピアが同じスタティックルートを使用できるようにする場合は、各ピアでルートを作成する必要があります。 

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

システム名はクラスタ内のピアごとに異なっている必要があります。 
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DNS サーバと DNS ホスト名（[システム（System）] > [DNS]） 

DNS サーバは、各ピアに固有です。各ピアで異なる DNS サーバのセットを使用できます。 

システムホスト名とドメイン名は各ピアに固有です。 

NTP サーバとタイムゾーン（[システム（System）] > [時間（Time）]） 

NTP サーバは各ピアに固有です。各ピアで、1 つ以上の異なる NTP サーバを使用できます。 

タイムゾーンは各ピアに固有です。各ピアで異なる現地時間を設定できます。 

SNMP（[システム（System）] > [SNMP]） 

SNMP 設定は、各ピアに固有です。また、各ピアで異なることができます。 

ロギング（[メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）]） 

各ピアのイベントログおよびコンフィグレーションログは、特定の Expressway のアクティビティのみを報告します。ログ

レベルとリモート syslog サーバのリストは各ピアに固有です。すべてのピアのログを送信できるリモート syslog サーバ

を設定することを推奨します。これにより、クラスタ内のすべてのピア間でアクティビティの全体像を把握できます。詳細

については、「ロギング」の項を参照してください。 

セキュリティ証明書（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）]） 

Expressway が使用する信頼できる CA 証明書とサーバ証明書および証明書失効リスト（CRL）は、ピアごとに個別にアッ

プロードする必要があります。 

管理アクセス（[システム（System）] > [管理（Administration）]） 

次のシステム管理アクセス設定は各ピアに固有です。 

 シリアルポート/コンソール 

 SSH サービス 

 Web インターフェイス（HTTPS 経由） 

 HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクト 

 自動保護サービス 

オプションキー（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプションキー（Option keys）]） 

機能を制御するオプションキーは、適用されるピアに固有です。ライセンスを制御するオプションキーは、クラスタ全体で

使用するようにプールされています。 

各ピアでは、同一セットの機能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。このため、クラスタ内の各ピア

にキーを購入する必要があります。 

ライセンスオプションキーは、クラスタ内の 1 つ以上のピアに適用できます。インストール済みライセンスの合計がクラス

タ全体で使用できます。ライセンスプーリング動作には次のオプションキーが含まれます。 

 Expressway：リッチメディアセッション 

 Expressway：TelePresence ルームシステム 

 Expressway：デスクトップシステム 

 VCS：トラバーサルコール 

 VCS：非トラバーサルコール 
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注：クラスタ内でライセンスが使用できても、必要なライセンスを有効にするキーがないことを示すアラームがピアに表示

されることがあります。必要なライセンスがインストールされたピアが 1 つだけで、サービスを中断していない限り、この

カテゴリのアラームは確認して、無視できます。 

Active Directory サービス（[設定（Configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス（Devices）] > [Active 

Directory サービス（Active Directory Service）]） 

デバイス認証のために Active Directory サービスへの接続を設定する場合、[NetBIOS マシン名（上書き）（NetBIOS 

machine name (override)）]とドメイン管理者の[ユーザ名（Username）]および[パスワード（Password）]は各ピアに

固有です。 

Conference Factory テンプレート（[アプリケーション（Applications）] > [Conference Factory]） 

Conference Factory アプリケーションで会議サーバにコールをルーティングするために使用するテンプレートは、 

クラスタ内の各ピアに固有です。 

ピア間での登録の共有 

クラスタピアが検索要求（INVITE など）を受信すると、応答前にそれ自体の登録リストとそのピアの登録リストを確認し

ます。これにより、クラスタ内のすべてのエンドポイントが単一の Expressway に登録されているかのように処理されます。 

ピアは定期的に照会することで、機能し続けていることを確認します。 

H.323 の登録 

クラスタ内のすべてのピアは、H.323 エンドポイントコミュニティの責任を共有します。H.323 エンドポイントを 1 つの

ピアに登録すると、そのピアは代替ゲートキーパーのリストを含んだ登録応答を受信します。そのリストには、クラスタ内

の他のすべてのピアの IP アドレスが無作為に示されています。 

エンドポイントが最初のピアとの通信を失った場合、他のピアの 1 つに登録しようとします。代替ピアの無作為の順序で示

されたリストによって、単一の代替ピアしか保存できないエンドポイントがクラスタに均一にフェールオーバーするように

します。 

クラスタを使用すると、クラスタ内のすべてのピアの登録の[存続時間（Time to live）]をデフォルトの 30 分から短縮でき

ます。この設定により、エンドポイントで Expressway への再登録が必要な頻度を決定します。これを短縮することによっ

て、クラスタが使用できなくなった場合に、エンドポイントが使用できるピアにより迅速にフェールオーバーできるように

なります。 

注： 登録の存続時間を短縮しすぎると、登録要求が Expressway へ大量に送り付けられるリスクがあり、パフォーマンス

に重大な影響を及ぼします。この影響はエンドポイントの数に比例します。したがって、パフォーマンスを良好に保つ必要

性に対して、不定期に発生するフェールオーバーの必要性とのバランスをとることが必要です。 

この設定を変更するには、[設定（Configuration）]> [プロトコル（Protocols）] > [H.323] > [ゲートキーパー

（Gatekeeper）] > [存続時間（Time to live）] に移動します。 

SIP の登録 

Expressway は RFC 5626 に概説されているように、複数のクライアント発信接続（「SIP アウトバウンド」とも呼ばれる）

をサポートします。 

これにより、RFC 5626 をサポートする SIP エンドポイントが複数の Expressway クラスタピアに同時に登録できます。

その結果、復元力が向上します。エンドポイントがあるクラスタピアとの接続を損失した場合でも、別の登録接続の 1 つを

介してコールを受信できます。 

また、DNS ラウンドロビンのテクニックを使用して登録フェールオーバー戦略を実装することもできます。Jabber Video 

などの一部の SIP UA は、FQDN である SIP サーバアドレスを使用して設定できます。FQDN がクラスタ内のすべてのピア

の IP アドレスで埋め込まれたラウンドロビン DNS レコードを解決した場合、エンドポイントは元のピアへの接続が失われ

たときに別のピアに再登録できます。 

http://tools.ietf.org/html/rfc5626
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ピア間での帯域幅の共有 

クラスタリングが設定されている場合、すべてのピアはクラスタに使用可能な帯域幅を共有します。 

 ピアは、サブゾーン、リンク、パイプなど、帯域幅制御のすべての側面について同じに設定する必要があります。 

 ピアはクラスタ内の他のすべてのピアと使用率情報を共有するため、1 つのピアが特定のサブゾーン内または特定のサブゾ

ーンから、あるいは特定のパイプ上で使用可能なすべての帯域幅の一部を使用している場合、他のピアがこの帯域幅を使用

できなくなります。 

Expressway による帯域幅の管理方法の一般的な情報については、「帯域幅制御」の項を参照してください。 

クラスタのアップグレード、バックアップ、および復元 

クラスタのアップグレード 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページ の『Cisco Expressway クラスタ作成およ

び保守導入ガイド』を参照してください。 

注：以前のバージョンから X8.8 以降にアップグレードする場合、X8.8 では IPSec ではなくピア間の TLS 接続を使用す 

るようにクラスタリングコミュニケーションが変わりました。アップグレード後に TLS 検証は実行されません（デフォ 

ルト）。TLS 検証の実行を促すアラームが表示されます。 

クラスタのバックアップ 

クラスタ設定情報を保存するには、バックアップと復旧プロセスを使用します。バックアッププロセスで、バックアップを

行うために使用する Expressway にかかわらず、クラスタのすべての設定情報が保存されます。 

注意： Cisco Expressway システムの VMware スナップショットは取らないでください。このプロセスはデータベース 

タイミングに干渉し、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。 

クラスタの復元 

以前にバックアップされているクラスタ設定データを復元するには、次のプロセスを実行します。 

重要：クラスタの一部である Expressway にはデータを復元できません。本項で説明したように、最初にクラスタから 

Expressway ピアを削除します。次に復元を実行します。（復元後、新しいクラスタを構築する必要があります）。 

1. スタンドアロン Expressway になるように、クラスタから Expressway ピアを削除します。 

2. スタンドアロン Expressway に設定データを復元します。詳細については、「前回のバックアップの復元 

（309 ページ）」を参照してください。 

3. 復元されたデータがある Expressway を使用して新しいクラスタを構築します。 

4. 他のピアそれぞれを以前のクラスタから取得し、それらを新しいクラスタに追加します。詳細については、「クラ

スタの設定（157 ページ）を参照してください。 

注：FQDN を使用していて、有効なクラスタアドレスマッピングが設定されている場合は、追加の手順は必要ありません。

マッピングは、復元操作で構成されます。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Cisco TMS のクラスタリング 

FindMe やデバイスプロビジョニングを使用するようにクラスタが設定されている場合は、Cisco TMS のバージョン 13.2 

以降が必要です。 

クラスタとプロビジョニングのサイズの制限 

あらゆる規模の Expressway クラスタでサポートされる最大値は次のとおりです。 

 10,000 個の FindMe アカウント 

 10,000 人のプロビジョニングするユーザ 

 200,000 の電話帳エントリ 

注：システムのデバイス登録容量制限が上記の設定よりも大きい場合でも、クラスタごとの FindMe アカウント/ユーザ数

は 10,000、プロビジョニングできるデバイス数は 10,000 に制限されます。 

10,000 を超えるデバイスをプロビジョニングする必要がある場合、ご使用のネットワークには、適切に設計され、ダイヤ

ルプランが設定された追加の Expressway クラスタが必要になります。 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページの『Cisco Expressway クラスタ作成およ

び保守導入ガイド』を参照してください。 

クラスタ サブゾーンについて 

複数の Expressways をまとめてクラスタ化すると、クラスタのローカルゾーン内に新しいサブゾーンが作成されます。こ

れがクラスタサブゾーンです（「クラスタについて（152 ページの図を参照してください）。クラスタ内の 2 つのピア間

のコールはコールのセットアップ時にこのサブゾーンを介して短時間で通過します。 

クラスタサブゾーン（トラバーサルサブゾーンなど）は、コールルーティングのみに使用する仮想サブゾーンであり、エンド

ポイントはこのサブゾーンに登録できません。2 つのピア間にコールが確立されると、クラスタサブゾーンはコールルートに

は現れなくなり、コールがデフォルトのサブゾーンから着信したように（またはルーティングされたように）示されます。 

クラスタサブゾーンを通じてコールが通過するのは次の 2 つの場合です。 

 2 つのエンドポイント間のコールがクラスタ内の異なるピアに登録される。 

たとえば、エンドポイント A はデフォルトのサブゾーンでピア 1 に登録され、エンドポイン B はデフォルトのサブ

ゾーンで、ピア 2 に登録されているなどです。A が B にコールすると、そのコールルートがピア 1 には [デフォル

トサブゾーン ->クラスタサブゾーン（Default Subzone -> Cluster Subzone）] と表示され、ピア 2 には [クラス

タサブゾーン ->デフォルトサブゾーン（Cluster Subzone -> Default Subzone）] と表示されます。 

 1 つのピアがクラスタの外部から受信した別のピアに登録されたエンドポイント宛のコール。 

たとえば、本社の 4 つの Expressway で構成されるクラスタに隣接する支店用の単一の Expressway があるとしま

す。支店のユーザが本社のエンドポイント A をコールします。エンドポイント A はデフォルトのサブゾーンでピア 

1 に登録されます。ピア 2 がコールを受信します。このコールはその時点でリソース使用率が最低でした。ピア 2 

はクラスタ内のローカルゾーン内のエンドポイント A を検索し、ピア 1 に登録されていることを検出します。ピア 

2 はそのコールをピア 1 に転送し、ピア 1 はそのコールをエンドポイント A に転送します。この場合、ピア 2 では、

コールルートが [支店 ->デフォルトサブゾーン ->クラスタサブゾーン（Branch Office -> Default Subzone -> 

Cluster Subzone）] と表示され、ピア 1 では [クラスタサブゾーン ->デフォルトのサブゾーン（Cluster Subzone 

-> Default Subzone）] と表示されます。 

[コールシグナリングの最適化（Call signaling optimization）]が[オン（On）]に設定されており、コールが H.323 の場合、

そのコールはピア 2 には表示されず、ピア 1 にはルートが[支店（Branch Office）] > [デフォルトのサブゾーン（Default 

Subzone）] と表示されます。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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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

を次のいずれかに適宜転送します。 

 ローカルに登録されたエンドポイント（エンドポイントがそのピアに登録されている場合） 

 ピア（エンドポイントがクラスタ内の別のピアに登録されている場合） 

 外部ゾーン（エンドポイントが他の場所に配置されている場合） 

Expressway の場合：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。 

VCS の場合：最も低いリソース使用率は、ピア上の使用可能なトラバーサルコール数（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、プライマリピアで）、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。 

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 FQDN を使用します。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。IP アドレスでは、TLS 検証を使用できない場合があります。CA の多くが 

IP アドレスを認証する証明書を発行しないからです。 

 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（たとえば容量を増やす目的や冗長性を強化する目的で）さらに Expressway を追加するときは、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。 
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クラスタ レプリケーションの問題のトラブルシューティング 

クラスタの複製は、さまざまな理由で失敗する可能性があります。ここでは、最も一般的な問題とそれらの解決方法につい

て説明します。詳細の参照先は次のとおりです。 

ご使用のバージョンに対応する「Cisco Expressway シリーズ設定ガイドページ」の『Cisco Expressway クラスタ作成お

よび保守導入ガイド』を参照してください。 

一部のピアに別のプライマリピアが定義されている 

1. クラスタ内の各ピアを確認するには、[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]ページに移動します。 

2. 各ピアで同じ [プライマリ設定（Configuration primary）] を指定していることを確認します。 

クラスタ設定のプライマリピアに到達できない 

次を含むさまざまな理由で、プライマリピアとして動作している Expressway に到達できません。 

 ネットワークアクセスの問題 

 Expressway ユニットの電源の切断 

 アドレスの誤設定 

 [TLS 検証モード（TLS verification mode）] は [実行（Enforce）] に設定されているが、一部のピアに無効または

失効した証明書がある 

 ピアにバージョンが異なるソフトウェアがある 

 クラスタ内の DNS 設定が正しくない 

「設定を手動で同期させる必要があります（Manual synchronization of configuration is required）」というアラームが

下位のピア Expressway で発生する 

1. CLI を使用してピアに admin としてログインします（CLI はデフォルトでは SSH で使用できます。また、各種ハー

ドウェアバージョンのシリアルポートを介して使用することもできます）。 

2. 次に、xCommand ForceConfigUpdate と入力します。 

これにより、下位 Expressway ピアの設定が削除され、設定を強制的にプライマリ Expressway から更新します。 

注意：プライマリ Expressway では決してこのコマンドを実行しないでください。実行すると、クラスタのすべての設定が

失われます。 

不正な IP から FQDN へのマッピング 

1. 任意のピアで[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]のページに移動します。 

2. すべての FQDN と IP アドレスが正しく入力されていることを確認します。 

クラスタ通信を妨げるファイアウォール  

 パブリック IP アドレスを使用してクラスタリングする場合は、クラスタ通信ポートをブロックしてファイアウォー

ルがクラスタ通信を妨げていないことを確認します。妨げている場合は、ファイアウォールルールを変更できるか

どうかを検討してください。 

 プライベートアドレスを使用してクラスタリングする場合は、推奨事項に従ってクラスタを構成してください。つ

まり、IP アドレスマッピングを使用する FQDN と TLS 認証を使用してクラスタを形成します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ダイヤル プランとコール処理 
ここでは、[設定（Configuration）]のサブメニューの [コール（Calls）]、[ダイヤルプラン（Dial plan）]、[トランスフォー

メーション（Transforms）]、および [コールポリシー（Call Policy）] に表示されるページについて説明します。これらの

ページは、Expressway がコールを受信して処理する方法を設定するために使用されます。 

コールルーティングプロセス .............................................................................................. 166 

ホップカウントの設定 ........................................................................................................ 168 

ダイヤルプランの設定 ........................................................................................................ 169 

トランスフォーメーションと検索ルールについて ............................................................... 170 

検索とトランスフォーメーションの例 ................................................................................ 178 

外部サービスを使用するための検索ルールの設定 ............................................................... 187 

コールポリシーについて .................................................................................................... 190 

サポートされているアドレス形式 ....................................................................................... 195 

IP アドレスによるダイヤリング .......................................................................................... 196 

URI ダイヤリングについて ................................................................................................. 198 

ENUM ダイヤリングについて ............................................................................................. 205 

ENUM ダイヤリングと URI ダイヤリング用の DNS サーバの設定 ....................................... 211 

コールルーティングとシグナリングの設定 ......................................................................... 211 

コールの識別...................................................................................................................... 212 

コールの切断...................................................................................................................... 213 

コール ルーティング プロセス 

Expressway の機能の 1 つに適切な宛先へのコールのルーティングがあります。これは、指定されたターゲットエイリアス

を見つけるために着信検索要求を処理することで行われます。これらの検索要求は次の場所から送信されます。 

 ローカルに登録されたエンドポイント 

 ネイバー、トラバーサルクライアント、トラバーサルサーバなどのネイバーシステム 

 パブリックインターネットのエンドポイント 

http://www.cisco.com/
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コールの宛先の特定には多くの手順があり、これらの手順の一部にはエイリアスの変換や他のエイリアスへのコールのリダ

イレクトが含まれています。 

エイリアスを元の形式から別の形式に変換し、その後で元のエイリアスに戻す場合に循環参照を避けるには、ダイヤルプラ

ンをセットアップする前にプロセスを理解していることが重要です。Expressway は循環参照を検出できます。循環参照を

特定すると、VCS は検索のそのブランチを終了させ、「ポリシーのループを検出しました（policy loop detected）」とい

うエラーメッセージを返します。 

Expressway によるコールの宛先の決定方法 

次に、宛先のエンドポイントを見つけようとするときに Expressway が従うプロセスについて説明します。 

1. 発信者がエンドポイントに宛先エンドポイントのエイリアスまたはアドレスを入力します。このエイリアスまたは

アドレスは、さまざまなアドレス形式をとることができます。 

2. 宛先アドレスは、Expressway で受け取られます 

（アドレスは、登録済みのエンドポイントから Expressway へ直接送られるか、または導入の他のコール処理イン

フラストラクチャの結果として間接的に送られることもあります）。 

3. エイリアスには、すべての検索前トランスフォーメーションが適用されます。 

4. すべてのコールポリシーが（変換後の）エイリアスに適用されます。その結果、1 つ以上の新しいターゲットエイ

リアスとなった場合、その新しいエイリアスを検索前のトランスフォーメーションと照合してチェックすることか

らプロセスが再開されます。 

5. すべてのユーザポリシー（FindMe が有効になっている場合）がエイリアスに適用されます。エイリアスが 1 つ以

上の新しいエイリアスを解決する FindMe ID である場合、検索前のトランスフォーメーションとコールポリシーと

照合して結果のすべてのエイリアスを確認することからプロセスが再開されます。 

6. 次に、Expressway は検索ルールに従ってエイリアスを検索します。 

注：Expressway は意図的に H.323 ロケーション要求から読み取った最初の宛先エイリアスのみを検索します。

稀に、これによってコールが予想どおりにルーティングされないことがあります。 

 マッチングルールで、クエリをターゲットに送信する前に、ゾーントランスフォーメーションをエイリアスに適

用する場合があります。[ターゲット（Target）]には、次のいずれかのタイプを指定できます。 

 ローカルゾーン：Expressway に登録されたエンドポイントとデバイス。 

 ネイバーゾーン：Expressway の設定済みの外部ネイバーゾーンの 1 つ、あるいは DNS または ENUM のルッ

クアップゾーン。 

 ポリシーサービス：外部サービスやアプリケーション。サービスは、コールをルーティングする必要があるゾ

ーンを指定するか、または新しい宛先エイリアスを指定するなどの CPL を返します。 

7. 検索で新しい URI またはエイリアスが返された場合（DNS または ENUM のルックアップ、あるいはポリシーサー

ビスからの応答などのため）、プロセスは再開され、検索前トランスフォーメーションに照合して新しい URI を確

認し、コールポリシーとユーザポリシーを適用してから、新しい Expressway 検索を実行します。 

8. ローカルゾーン内、外部ゾーンの 1 つでエイリアスが検出された、またはポリシーサービスによってルーティング

先が返された場合、Expressway はコールを発信しようとします。 

9. エイリアスが検出されなかった場合は、コールが失敗したことを通知するメッセージで応答します。 
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図 14    コールルーティングフローチャート 

 

ホップ カウントの設定 

各検索要求には、その検索を開始したシステムによってホップカウント値が割り当てられます。要求が別のネイバーゲート

キーパーまたはプロキシに転送されるたびに、ホップカウント値は 1 ずつ減っていきます。ホップカウントが 0 に達する

と、要求はそれ以上は転送されず、検索は失敗します。 

ローカル Expressway によって開始された検索要求では、要求に割り当てるホップカウントをゾーンごとに設定できます。ゾ

ーンのホップカウントは、ローカル Expressway から開始され、そのゾーンに送信されたすべての検索要求に適用されます。 

別のゾーンから受信した検索要求には、ホップカウントがすでに割り当てられています。その要求をさらにネイバーゾーン

に転送すると、2 つの値（元のホップカウントとそのゾーン用に設定されたホップカウント）のどちらか小さいほうが使用

されます。 

H.323 では、ホップカウントは検索要求のみに適用されます。SIP では、ホップカウントはゾーンに送信されたすべての要

求に適用されます（要求の [Max-Forwards] フィールドに影響します）。 

ホップカウント値には、1 ～ 255 を指定できます。デフォルトは 15 です。 
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注：ホップカウントを必要以上に高く設定すると、ネットワークにループを発生させるリスクがあります。このような場合、

検索要求は、ホップカウントが 0 に到達するまでネットワークに送信され、リソースを不必要に消費します。これは、[コ

ールループ検出モード（Call loop detection mode）]を[オン（On）]に設定することによって防ぐことができます。 

URI または ENUM によるダイヤリングでは、使用するホップカウントは、宛先エンドポイント（または関連付けられた 

DNS あるいは中間の SIP プロキシまたはゲートキーパー）を介して検出された、関連 DNS ゾーンまたは ENUM ゾーンに

対するものです。 

ゾーンのホップカウントの設定 

ホップカウントはゾーンごとに設定します。ゾーンのホップカウントを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [ゾーン（Zones）]ページ（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]）に移動します。 

2. 設定するゾーンの名前をクリックします。[ゾーンの編集（Edit zone）]ページが表示されます。 

3. [設定（Configuration）]セクションの[ホップカウント（Hop count）]フィールドに、このゾーンに使用するホッ

プカウント値を入力します。 

重要:ネットワークが複雑な場合は、デフォルトのホップカウントが環境に対して低すぎる可能性があります。これにより、

適切に設定された導入で予期しないコールエラーが発生する可能性があります。長いコールパスが予想される場合は、ホッ

プカウントを増やすことを検討してください。 

その他のゾーンオプションの詳細については、「ゾーンの設定（デフォルト以外のゾーン）（126 ページ）」の項を参照し

てください。 

ダイヤル プランの設定 

「ダイヤル プランの設定（Dial plan configuration）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial 

plan）] > [設定（Configuration）]）を使用して、特定のコールシナリオでの Expressway によるコールルーティング方法

を設定します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

不明 IP アドレス

へのコール

（Calls to 

unknown IP 
addresses） 

Expressway またはそのネイバーの 1 つの登録されていないシス

テムに Expressway がコールを試行する方法を決定します。 

[直接（Direct）]：Expressway がネイバーを照会することなく、

エンドポイントが不明な IP アドレスにコールできます。端部が

ローカルシステムに直接登録されていたかのように、コールセッ

トアップが実行されます。 

[間接（Indirect）]：不明な IP アドレスへのコールを受信する

と、Expressway はネイバーにそのリモートアドレスを照会し、

許可されれば、ネイバーを通じてコールをルーティングします。 

[オフ（Off）]：Expressway に直接登録されたエンドポイントが 

Expressway に直接登録されたシステムの IP アドレスのみをコー

ルする可能性があります。 

デフォルトは [間接（Indirect）]です。 

この設定は、ゾーントランスフォーメ

ーションの前、かつ検索前のトランス

フォーメーション、コールポリシーま

たはユーザポリシーのルールの適用後

にコールの宛先アドレスに適用されま

す。 

コール制御に加えて、SIP デバイスへ

のプロビジョニングメッセージは IP ア

ドレスにルーティングされるため、こ

の設定はプロビジョニングメッセージ

の動作も決定します。 

詳細については、「IP アドレスによる

ダイヤル（196 ページ）」を参照して

ください。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

フォールバックエ

イリアス

（Fallback 

alias） 

Expressway の IP アドレスまたはドメイン名が指定されていて

も、コールエイリアスが指定されていないコールの場合に、着信

メッセージを発信するエイリアス。 

フォールバックエイリアスが設定され

ていない場合、エイリアスを指定しな

いコールは切断されます。詳細につい

ては、以下を参照してください。 

 

フォールバック エイリアスについて 

Expressway は、それ自体宛でも、エイリアスが指定されていないコールを受信できます。これは、次の理由のいずれかで

発生することがあります。 

 発信者が Expressway の IP アドレスを直接ダイヤルした 

 発信者がプレフィックスとしてエイリアスを指定することなく、Expressway に属するドメイン名（設定されている 

SIP ドメイン、または Expressway の IP アドレスを示す SRV レコードがあるドメインのいずれか）をダイヤルした 

通常、このようなコールは切断されます。ただし、[フォールバックエイリアス（Fallback alias）]が指定されている場合、

これらのコールはそのエイリアスにルーティングされます。ユーザがコールの発信先のエイリアスや IP アドレスを入力す

ることを許可しないエンドポイントもあります。 

使用例 

フォールバックエイリアスを受付係として設定し、エイリアスを指定しないすべてのコールに個別に応答して、適切にリダ

イレクトするようにできます。 

たとえば、ある会社のドメインが example.com だとします。受付のエンドポイントのエイリアスは

reception@example.com です。Expressway をフォールバックエイリアス、reception@example.com で設定します。 

つまり、example.com に直接行われたコール（つまり、エイリアスによるプレフィックスなし）はすべて

reception@example.com に転送され、受付係がコールに応答して適切に転送されます。 

トランスフォーメーションと検索ルールについて 

Expressway は、コールルーティングプロセスの一環として、トランスフォーメーションと検索ルールを使用するように設

定できます。 

トランスフォーメーション 

トランスフォーメーションを使用して、特定の条件に一致した場合に検索要求内のエイリアスを変更します。プレフィック

ス、サフィックス、または文字列全体を削除または置換したり、正規表現を使用して、エイリアスを変換できます。 

このトランスフォーメーションは、ルーティングプロセスの 2 つのポイントで、検索前のトランスフォーメーションとゾー

ントランスフォーメーションとしてエイリアスに適用できます。 

 検索前トランスフォーメーションは、コールポリシーまたはユーザポリシーが適用される前と検索プロセスが実行さ

れる前に適用されます（詳細については、「検索前トランスフォーメーションについて（171 ページ）」を参照して

ください。 

 ゾーントランスフォーメーションは、検索プロセス時に、必要に応じて個別の検索ルールによって適用されます。

検索ルールがエイリアスと一致すると、検索要求がターゲットゾーンまたはポリシーサービスに送信される前に、

それを使用してターゲットエイリアスを変更できます（詳細については、「検索とゾーントランスフォーメーショ

ンプロセス（174 ページ）」を参照してください。 
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検索ルール 

検索ルールを使用して、適切なターゲットゾーン（ローカルゾーンを含む）またはポリシーサービスに着信検索要求を送信

します。 

Expressway の検索ルールは詳細な設定が可能です。次の操作を実行できます。 

 特定のゾーンまたはポリシーサービスへの検索をフィルタリングするエイリアス、IP アドレス、およびパターンマ

ッチの定義 

 ルールを適用したり、一致が検出された後にプライオリティが下位の検索ルールの適用を中止するためのプライオ

リティの定義。これにより、送信する可能性がある検索要求の数を削減し、検索プロセスをスピードアップする 

 プロトコル（SIP または H.323）やクエリのソース（ローカルゾーンまたはサブゾーンの特定のゾーン）に応じた

異なるルールのセットアップ 

 標準ベースの SIP または Microsoft SIP など、特定のタイプのトラフィックにのみ一致するルールのセットアップ 

 特定の検索ルールを認証された要求のみに適用可能にすることによる、未認証デバイスが使用できる宛先またはネ

ットワークサービスの範囲の制限 

 クエリがターゲットゾーンまたはポリシーサービスに送信される前にエイリアスを変更するためのゾーントランス

フォーメーションの使用 

複数の検索ルールが同じターゲットゾーンまたはポリシーサービスを参照できます。つまり、ゾーンまたはポリシーサービ

スごとに異なる検索条件とゾーントランスフォーメーションを指定できます。 

Expressway は、指定されたエイリアスを検出するためにゾーンを検索するときに着信コールのプロトコル（SIP または 

H.323）を使用します。検索が失敗すると、Expressway はその検索元と[インターワーキングモード（Interworking 

mode）]（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [インターワーキング（Interworking）]）に応じて代

替プロトコルを使用し、同じゾーンを再度検索することがあります。 

 要求をネイバーシステムから受け取っており、[インターワーキングモード（Interworking mode）]が[登録済みの

み（Registered only）]に設定されている場合、Expressway は両方のプロトコルを使用してローカルゾーンを検索

します。また、その他のゾーンにはネイティブのプロトコルのみを使用して検索します（エンドポイントの一方が

ローカルに登録されている場合にのみコールをインターワーキングするため）。 

 [インターワーキングモード（Interworking mode）]が[オン（On）]に設定されているか、または要求がローカル

に登録されているエンドポイントから発信されたものである場合、Expressway は両方のプロトコルを使用して、

ローカルゾーンとすべての外部ゾーンを検索します。 

検索前トランスフォーメーションについて 

検索前トランスフォーメーション機能では、着信検索要求のエイリアスを変更できます。トランスフォーメーションは、コ

ールポリシーまたはユーザポリシーの適用前で、検索が実行される前に Expressway によって適用されます。 

 これは、ローカルに登録されたエンドポイント、ネイバー、トラバーサルクライアントおよびトラバーサルサーバのゾ

ーン、ならびにパブリックインターネット上のエンドポイントから受信した着信検索要求すべてに適用されます。 

 ピアから受信した要求には適用されません（これらの要求は同じに設定されており、同じトランスフォーメーショ

ンが適用されます）。 

各検索前トランスフォーメーションはエイリアスを比較する文字列と、その文字列に一致する場合にエイリアスに加える変

更を定義します。 

エイリアスが変換されると、そのエイリアスは変更された状態を維持し、その新しいエイリアスに対してその後のすべての

コール処理が適用されます。 
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 検索前トランスフォーメーションは、Expressway に登録しているエンドポイントから受信した GRQ メッセージや 

RRQ メッセージには適用されません。エンドポイントは、これらのメッセージにあるとおりにエイリアスに登録さ

れます。 

 クラスタ内のすべてのピアは、検索前トランスフォーメーションを含めて同じに設定する必要があります。各 

Expressway は、任意のピアからの検索要求を Expressway 自体のローカルゾーンから着信したものとして処理し、

要求受信時には検索前トランスフォーメーションを再度適用することはありません。 

検索前トランスフォーメーションのプロセス 

最大 100 の検索前トランスフォーメーションを設定できます。各トランスフォーメーションには、1 ～ 65534 の一意のプ

ライオリティを付ける必要があります。 

すべての着信エイリアスは、1 に最も近いプライオリティのものから順に各トランスフォーメーションと比較されます。一

致した場合は、トランスフォーメーションがエイリアスに適用され、新しいエイリアスのそれ以降の検索前チェックやトラ

ンスフォーメーションは行われません。残りのコールルーティングプロセスには新しいエイリアスが使用されます。 

 これ以降のエイリアスのトランスフォーメーションは残りの検索プロセス中に実行される場合があります。これは、

コールポリシー（管理者ポリシーとも呼ばれる）またはユーザポリシー（FindMe が有効になっている場合）の結果

によります。この場合、検索前トランスフォーメーションが新しいエイリアスに再度適用されます。 

 既存のトランスフォーメーションと同じプライオリティの新しい検索前トランスフォーメーションを追加する場合、

それよりも下位のプライオリティ（大きい数値を持つ）のすべてのトランスフォーメーションには 1 ずつ増えるプ

ライオリティがあり、新しいトランスフォーメーションは指定したプライオリティで追加されます。ただし、すべ

てのプライオリティを引き下げるための「空き」が十分に残っていない場合は、エラーメッセージが表示されます。 

検索前トランスフォーメーションの設定 

「トランスフォーメーション（Transforms）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [ト

ランスフォーメーション（Transformation）]）には Expressway に現在設定されているすべての検索前トランスフォーメ

ーションのリストが表示されます。これは、トランスフォーメーションの作成、編集、削除、有効化および無効化に使用し

ます。 

エイリアスは、パターンの[タイプ（Type）]で指定した方法でエイリアスが[パターン（Pattern）]と一致する場合にトラ

ンスフォーメーションが検出されるまで、[プライオリティ（Priority）]の順序で各トランスフォーメーションと比較され

ます。次に、エイリアスは、検索が（ローカルに、または外部ゾーンに対して）実行される前に[パターン動作（Pattern 

behavior）]と[置換文字列（Replace string）]のルールに従って変換されます。 

エイリアスは変換された後は変更された状態が維持され、それ以降のすべてのコール処理は新しいエイリアスに適用されます。 

変換はすべてのユニファイドコミュニケーションメッセージにも適用されることに注意してください。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

プライオリティ

（Priority） 

トランスフォーメーションのプライオリティ。プライオリ

ティは 1 ～ 65534 の範囲であり、1 が最も高いプライオ

リティになります。トランスフォーメーションはプライオ

リティ順に適用されるため、プライオリティは各トランス

フォーメーションに一意である必要があります。 

  

説明

（Description） 

トランスフォーメーションの任意の自由形式の説明。 リストのトランスフォーメーション上にマウスポイ

ンタを置くと、ツールチップとして説明が表示され

ます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

パターンタイプ

（Pattern type） 

適用するルールで、パターン文字列をどのようにエイリア

スと照合するか。次のオプションがあります。 

[完全一致（Exact）]：文字列全体がエイリアスと 1 文字

も違うことなく完全に一致する必要があります。  

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表示され

る必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表示され

る必要があります。 

[正規表現（Regex）]：文字列を正規表現として処理し 

ます。 

パターンが特定の名前に一致するかどうか、および

予想どおりに変換されているかどうかは、[パター

ンの確認（Check pattern）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）]> [ツール（Tools）] > [パターン

の確認（Check pattern）]）を使用してテストでき

ます。 

パターン文字列

（Pattern string） 

エイリアスを比較するパターンを指定します。 Expressway には、特定の設定要素との照合に使用

できる、事前に設定された一連のパターンマッチン

グ変数が備わっています。 

パターン動作

（Pattern 

behavior） 

エイリアスの一致部分の変更方法を指定します。オプショ

ンは次のとおりです。 

[除去（Strip）]：一致するプレフィックスまたはサフィッ

クスが削除されます。 

[置換（Replace）]：エイリアスの一致部分が [置換文字列

（Replace string）] のテキストで置き換えられます。 

[プレフィックスの追加（Add Prefix）]：エイリアスの前

に[追加テキスト（Additional text）]の値を追加します。 

[サフィックスの追加（Add Suffix）]：エイリアスの後ろ

に[追加テキスト（Additional text）]を追加します。 

  

文字列の置換

（Replace 

string） 

パターンに一致するエイリアスの部分を置き換える文字列 [パターン動作（Pattern behavior）]が[置換

（Replace）]の場合にのみ適用されます。 

正規表現を使用できます。 

追加テキスト

（Additional 

text） 

プレフィックスまたはサフィクスとして追加する文字列。 [パターン動作（Pattern behavior）]が[プレフィッ

クスの追加（Add Prefix）]または[サフィックスの

追加（Add Suffix）]の場合にのみ適用されます。 

状態（State） トランスフォーメーションが有効になっているかどうかを

示します。 この設定を使用して設定変更をテストしたり、特定

のルールを一時的に無効にします。ルールリストに

は無効にしたルールが表示されますが、無視されま

す。 

 

設定するトランスフォームをクリックします（または[新規（New）]をクリックして新しいトランスフォーメーションを作成する

か、[削除（Delete）]をクリックしてトランスフォーメーションを削除します）。 
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検索とゾーン トランスフォーメーションのプロセス 

検索とゾーントランスフォーメーションのプロセスは、すべての検索前のトランスフォーメーション、コールポリシー、お

よびユーザポリシーが適用された後に適用されます。 

そのプロセスは次のとおりです。 

1. Expressway はプライオリティの順序で適用され（プライオリティ 1 のすべてのルールが最初に処理されてから、

プライオリティ 2 以降のルールが処理されます）、指定したエイリアスがクエリの[ソース（Source）]ルールの[モ

ード（Mode）]に基づいてルールの条件に一致しているかどうかを確認します。 

2. 照合が成功すると、関連付けられたゾーントランスフォーメーションがエイリアスに適用されます（[モード

（Mode）] が[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）]で、[パターン動作（Pattern behavior）]が[置

換（Replace）]または[除去（Strip）]の場合）。 

3. 検索ルールのターゲットのゾーンまたはポリシーサービスは、着信コール要求と同じプロトコル（SIP または 

H.323）を使用して（ゾーントランスフォーメーションが適用されている場合は変更されたエイリアスを使用して）

照会されます。同じプライオリティレベルの複数のルールで多くの照合に成功した場合、該当するすべてのターゲ

ットが照会されます。 

 エイリアスが検出された場合、コールはそのゾーンに転送されます。エイリアスが複数のゾーンで検出された場

合、最初に応答したゾーンにコールが転送されます。 

 ネイティブのプロトコルを使用してエイリアスが検出されない場合は、[インターワーキングモード

（interworking mode）]に応じてインターワーキングしているプロトコルを使用してクエリが繰り返されます。 

 検索で新しい URI またはエイリアスが返された場合（ENUM ルックアップやポリシーサービスの応答などによ

る）、コールルーティング処理（166 ページ）が再度開始されます。 

4. エイリアスが検出されなかった場合、プライオリティが次に高い検索ルールが次のことが発生するまで、適用され

ます（ステップ 1 に戻ります）。 

 エイリアスが検出されるか、または 

 特定の条件を満たす検索ルールに関連付けられたすべてのターゲットゾーンまたはポリシーサービスが照会され

た、あるいは 

 正常な一致がある検索ルールの[正常に一致する場合（On successful match）]が[検索の停止（Stop 

searching）]に設定されている 

正常な一致（エイリアスが検索ルール条件に一致する場合）と検出するエイリアス（ターゲットゾーンに送信されたクエリ

に成功した場合）との違いに注意してください。[検索の停止（Stop searching）]オプションは、ネットワークのシグナリ

ングインフラストラクチャの制御を向上させます。たとえば、特定のドメインの検索を常に特定のゾーンにルーティングし

なければならない場合、このオプションを使用すると、検索プロセスの効率が向上し、Expressway がほかのゾーンを不必

要に検索しなくなります。 

検索ルールの設定 

「検索ルール（Search rules）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール

（Search rules）]）を使用して、Expressway による適切なターゲットゾーン（ローカルゾーンを含む）またはポリシー

サービスへの着信検索要求のルーティング方法を設定します。 

このページには、現在設定されているすべての検索ルールが表示されるため、ルールの作成、編集、削除、および有効化と

無効化が行えます。列の見出しをクリックすると、ターゲット別またはプライオリティ別にリストを並べ替えることができ

ます。検索ルール上にマウスポインタを置くと、ルールの説明（定義されている場合）がツールチップとして表示されます。 

また、既存の検索ルールは、[アクション（Actions）]列の[クローン（Clone）]をクリックすると、コピーしてから編集す

ることもできます。 
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最大 2000 の検索ルールを設定できます。プライオリティ 1 の検索ルールが最初に適用され、次にプライオリティ 2 のす

べての検索ルールが適用されます。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

ルール名（Rule 

name） 

検索ルールの記述名。   

説明

（Description） 

検索ルールの任意の自由形式の説明。 リストのルールの上にマウスポインタを置いた場合に

説明がツールチップとして表示されます。 

プライオリティ

（Priority） 

他の検索ルールのプライオリティと比較した

ときに、このルールを適用する検索プロセス

の順序。プライオリティ 1 のすべてのルール

が最初に適用され、次にプライオリティ 2 の

すべてのルールが適用されます。複数のルー

ルに同じプライオリティを割り当てることが

できます。この場合、照合するターゲットゾ

ーンは同時に照会されます。デフォルトは 

100 です。 

デフォルト設定では、すべてのエイリアスについてロ

ーカルゾーンが最初に検索されます。ローカルでエイ

リアスが検出されなかった場合、すべてのネイバー、

トラバーサルクライアントおよびトラバーサルサーバ

が検索されます。エイリアスが検出されなかった場合

は、DNS ゾーンと ENUM ゾーンに要求が送信されま

す。 

プロトコル

（Protocol） 

ルールを適用するソースプロトコル。オプシ

ョンは[いずれか（Any）]、[H.323]または

[SIP]です。 

  

トラフィックタイ 

プ（Traffic type） 
このルールを適用するソーストラフィックタ

イプ。オプションは次のとおりです。 

[いずれか（Any）]：ルールではトラフィック

タイプを検査しません。 

[標準（Standard）]：ルールはトラフィックが

標準ベースの SIP の場合に適用されます。 

[いずれかの Microsoft（Any Microsoft）]：ル

ールはトラフィックが Microsoft SIP または 

Microsoft SIP-SIMPLE の場合に適用されます。 

[Microsoft SIP]：ルールはトラフィックが 

Microsoft SIP の場合に適用されます。 

[Microsoft IM および Presence（Microsoft IM 

and Presence）]：ルールはトラフィックが 

Microsoft SIP-SIMPLE の場合に適用されます。 

このオプションにより、異なるタイプのコールをその

処理に最適なインフラストラクチャにルーティングで

きます。 

たとえば、2 つの検索ルールを使用して、標準の SIP 

を Unified CM のネイバーゾーンへルーティングし、任

意の Microsoft SIP を Cisco Meeting Server のネイバ

ーゾーンへルーティングできます。 

ソース（Source） このルールを適用する要求のソース。 

[いずれか（Any）]：ローカル登録されたデバ

イス、ネイバーまたはトラバーサルゾーン、

および登録されていないデバイス。 

[AllZones]：ローカルに登録されたデバイス 

とネイバーまたはトラバーサルゾーン。 

[ローカルゾーン（Local Zone）]：ローカル 

登録されたデバイスのみ。 

[指定（Named）]：ルールを適用する特定の

ソースゾーンまたはサブゾーン。 

指定ソースは、特定のサブゾーンとゾーンのダイヤル

プランポリシーとして適用する検索ルールの機能を作

成します。 

ソース名（Source 

name） 

ルールを適用する特定のソースゾーンまたは

サブゾーン。デフォルトゾーン、デフォルト

サブゾーン、あるいはその他の設定済みのゾ

ーンまたはサブゾーンを選択します。 

[ソース（Source）]が[指定（Named）]に設定されて

いる場合にのみ適用されます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

リクエストは認証さ

れる必要がある

（Request must be 

authenticated） 

検索ルールを認証された検索要求にのみ適用

するかどうかを指定します。 

これを Expressway の認証ポリシーと併用して、認証

されていないデバイスが使用可能な一連のサービスを

制限できます。 

モード（Mode） エイリアスを検索ルールに適用するかどうか

をテストするための方法。 

[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern 

match）]：エイリアスは、指定された[パター 

ンタイプ（Pattern type）]と[パターン文字列

（Pattern string）]に一致する必要があります。 

[任意のエイリアス（Any alias）]：（IP アド

レスでない限り）どのエイリアスでもかまい

ません。 

[任意の IP アドレス（Any IP Address）]：エイ

リアスは IP アドレスである必要があります。 

  

パターンタイプ

（Pattern type） 

適用するルールで、パターン文字列をどのよ

うにエイリアスと照合するか。次のオプショ

ンがあります。 

[完全一致（Exact）]：文字列全体がエイリア

スと 1 文字も違うことなく完全に一致する必

要があります。  

[プレフィックス（Prefix）]：指定された文字

列がエイリアスの先頭に表示される必要があ

ります。 

[サフィックス（Suffix）]：指定された文字列

がエイリアスの末尾に表示される必要があり

ます。 

[正規表現（Regex）]：文字列を正規表現と 

して処理します。 

[モード（Mode）]が[エイリアスパターンマッチ（Alias 

Pattern Match）]である場合にのみ適用されます。 

パターンが特定の名前に一致するかどうか、および予想

どおりに変換されているかどうかは、[パターンの確認

（Check pattern）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）]> [ツール（Tools）] > [パターンの確

認（Check pattern）]）を使用してテストできます。 

パターン文字列

（Pattern string） 

エイリアスと比較するパターン。 
[モード（Mode）]が[エイリアスパターンマッチ（Alias 

Pattern Match）]である場合にのみ適用されます。 

Expressway には、特定の設定要素との照合に使用で

きる、事前に設定された一連のパターンマッチング変

数が備わっています。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

パターン動作

（Pattern 

behavior） 

ターゲットゾーンまたはポリシーサービスに

送信する前に、エイリアスの一致した部分を

変更するかどうかを決定します。 

[変更しない（Leave）]：エイリアスは変更さ

れません。 

[除去（Strip）]：一致するプレフィックスまた

はサフィックスをエイリアスから削除します。 

[置換（Replace）]：エイリアスの一致部分が

[置換文字列（Replace string）]のテキストで

置き換えられます。 

[モード（Mode）]が[エイリアスパターンマッチ（Alias 

Pattern Match）]である場合にのみ適用されます。 

検索ルールの適用前にエイリアスを変換する場合は、

検索前トランスフォーメーションを使用します。 

文字列の置換

（Replace string） 

パターンに一致するエイリアスの部分を置き

換える文字列 

[パターン動作（Pattern behavior）]が[置換

（Replace）]の場合にのみ適用されます。 

正規表現を使用できます。 

正常に一致する場合

（On successful 

match） 

エイリアスが検索ルールに一致する場合の進

行中の検索動作を制御します。 

[続行（Continue）]：エイリアスで特定された

エンドポイントが検出されるまで、残りの検索

ルールを（プライオリティ順に）適用します。 

[停止（Stop）]：エイリアスで特定されたエ 

ンドポイントがターゲットゾーンで検出され

ない場合でも、これ以上は検索ルールを適用

しません。 

[停止（Stop）]を選択した場合、このルールと同じプ

ライオリティのルールは適用されます。 

ターゲット

（Target） 

エイリアスが検索ルールと一致するかどうか

を照会するゾーンまたはポリシーサービス。 

検索ルールのターゲットとして使用するように外部ポ

リシーサービスを設定できます。たとえば、外部サー

ビスや TelePresence Conductor などのアプリケーシ

ョンをコールアウトするために使用できます。サービ

スは、検索プロセスをもう一度開始する新しい宛先エ

イリアスを指定するなど、一部の CPL を返します。 

状態（State） 検索ルールが有効になっているかどうかを示

します。 この設定を使用して設定変更をテストしたり、特定の

ルールを一時的に無効にします。ルールリストには無

効にしたルールが表示されますが、無視されます。 

 

設定するルールをクリックします（または[新規（New）]をクリックして新しいルールを作成するか、[削除（Delete）] 

をクリックしてルールを削除します）。 

検索ルールの設定を支援する便利なツール 

 エンドポイントに実際に発信せずに、指定したエイリアスにより特定したエンドポイントを Expressway が検出で

きるかどうかは、[検索（Locate）]ツール（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [検索

（Locate）]）でテストできます。 

 パターンが特定の名前に一致するかどうか、および予想どおりに変換されているかどうかは、[パターンの確認

（Check pattern）]ツール（[メンテナンス（Maintenance）]> [ツール（Tools）] > [パターンの確認（Check 

pattern）]）を使用してテストできます。 
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検索とトランスフォーメーションの例 

検索前のトランスフォーメーションと検索ルールは別々にも一緒にも使用できます。また、[任意のエイリアス（Any 

alias）]モードと[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）]モードの組み合わせを使用する複数の検索ルールを

定義することも、各ルールに同じプライオリティや別のプライオリティを適用することもできます。これによって、ターゲ

ットゾーンをいつどのような場合に照会するか、およびトランスフォーメーションを適用するかどうかを決定する際に柔軟

に対応できるようになります。 

ここでは、導入環境における特定の使用例を解決するために検索前トランスフォーメーションや検索ルールをどのように使

用できるかについて次の例を示します。 

 元のエイリアスを使用してゾーンへのクエリをフィルタリングする 

 元のエイリアスを使用してゾーンを常に照会する 

 変換されたエイリアスを使用してゾーンを常に照会する 

 元のエイリアスと変換されたエイリアスの両方を使用してゾーンを照会する 

 変換された複数の異なるエイリアスを使用してゾーンを照会する 

 エイリアスからドメインを除去し、SIP 番号から H.323 番号へのダイヤリングを許可する 

 エイリアスからドメインを除去し、SIP ID から H.323 ID へのダイヤリングを許可する 

 既知のゾーンから着信した場合にのみ IP アドレスへのコールを許可する 

 Microsoft SIP コールの Cisco Meeting Server への転送 

ゾーンへのクエリの変換なしのフィルタリング 

特定の条件に一致するエイリアスのみを照会するように、ゾーンに送信する検索要求をフィルタリングできます。たとえば、

地域の営業オフィスのすべてのエンドポイントがサフィックスの@sales.example.com を使用してローカルの Cisco VCS 

に登録されているとします。この場合は、本社の Expressway にはサフィックスの@sales.example.com を持つエイリアス

に対する検索要求を受信したときにのみ、営業オフィスの VCS を照会することが適切です。別の検索要求をこの特定の 

VCS に送信するとリソースを不必要に消費することになります。また、このパターンに一致するエイリアスに対する検索

要求を別のゾーンに送信してもリソースが無駄になります（これらのエイリアスに適用される、プライオリティの低い検索

ルールも定義されている場合があります）。その場合、[正常に一致する場合（On successful match）]を[停止（Stop）]

に設定すると、Expressway はそれ以上の（プライオリティの低い）検索ルールを適用しません。 

上記の例を実現するには、本社の Expressway で営業オフィスの VCS を表すゾーンを作成し、「検索ルールの作成

（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search 

rules）] > [新規（New）]）から関連する検索ルールを次のようにセットアップします。 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） 地域営業オフィス（Regional sales office） 

説明（Description） サフィックスが @sales.example.com のエイリアスをコールする（Calls to 

aliases with a suffix of @sales.example.com） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要

（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） 

サフィックス（Suffix） 
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フィールド 値 

パターン文字列（Pattern 

string） 

@sales.example.com 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

停止（Stop） 

ターゲット（Target） 営業オフィス（Sales office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

常に元のエイリアス（変換なし）でゾーンを照会する 

元のエイリアスを使用して検索要求が送信されるようにゾーンを設定するには、「検索ルールの作成（Create search rule）」

ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] > [新規（New）]）から

[モード（Mode）]に[任意のエイリアス（Any alias）]を使用してそのゾーンに検索ルールをセットアップします。 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） 常に元のエイリアスを使用して照会する（Always query with original alias） 

説明（Description） 元のエイリアスを使用して検索要求を送信する（Send search requests  

using the original alias） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要

（Request must be 

authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 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） 

ターゲット（Target） 本社（Head office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

変換されたエイリアスに関するゾーンの照会 

[任意のエイリアス（Any alias）]モードはエイリアスの変換をサポートしないことに注意してください。受信した異なるエ

イリアスを使用してゾーンを常に照会する場合は、モードを[エイリアスのパターンマッチ（Alias pattern match）]にして

正規表現と組み合わせて使用する必要があります。 

ユーザが name@example.com の形式のエイリアスをダイヤルしたときに、Expressway が代わりに name@example.co.uk 

についてゾーンを照会するようにダイヤルプランを設定できます。 

これを行うには、[検索ルールの作成（Create search rule）]ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial 

plan）] > [検索ルール（Search rules）] > [新規（New）]）から検索ルールを次のようにセットアップします。 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） example.co.uk へ変換（Transform to example.co.uk） 

説明（Description） example.com から example.co.uk へ変換（Transform example.com to 

example.co.uk） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 
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フィールド 値 

要求に認証が必要

（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） 

サフィックス（Suffix） 

パターン文字列（Pattern 

string） 

example.com 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 

string） 

example.co.uk 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target 

zone） 

本社（Head office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

元のエイリアスと変換後のエイリアスに関するゾーンの照会 

変換後のエイリアスをゾーンに照会すると同時に元のエイリアスをゾーンに照会できます。これを行うには、適用するトラ

ンスフォーメーションの詳細とともに、[モード（Mode）]を[任意のエイリアス（Any alias）]に設定した検索ルールを 1 

つと、[モード（Mode）]を[エイリアスのパターンマッチ（Alias pattern match）]に設定した検索ルールをもう 1 つ作成

します。両方の検索に同じプライオリティレベルを指定する必要があります。 

たとえば、完全な URI と名前のみ（ドメインを除いた URI）の両方をネイバーゾーンに照会することができます。これを行

うには、ローカル Expressway で「検索ルールの作成（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイ

ヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] > [新規（New）]）から 2 つの検索ルールを次のようにセット

アップします。 

ルール #1 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） 海外オフィス - 元のエイリアス（Overseas office - original alias） 

説明（Description） 元のエイリアスを持つ海外オフィスの照会（Query overseas office with the 

original alias） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（Request 

must be authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 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） 

転送先ゾーン（Target zone） 海外オフィス（Overseas office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

 ルール #2 
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フィールド 値 

ルール名（Rule name） 海外オフィス - ドメインの除去（Overseas office - strip domain） 

説明（Description） ドメインを除去した海外オフィスの照会（Query overseas office） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（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） 

サフィックス（Suffix） 

パターン文字列（Pattern 

string） 

@example.com 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

除去（Strip） 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target 

zone） 

海外オフィス（Overseas office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

複数の変換後のエイリアスに関するゾーンの照会 

ゾーンに対して設定された検索ルールのプライオリティ順にゾーンが照会されます。 

同じゾーンに複数の検索ルールを設定できます。たとえば、照合するプライオリティとパターン文字列は同じにし、置換文

字列は異なるものをそれぞれに設定できます。この場合、Expressway は新しいエイリアスのそれぞれについて、そのゾー

ンを同時に照会します（トランスフォーメーションによって重複するエイリアスが作成された場合は、検索要求が送信され

る前にそれらは削除されます）。新しいエイリアスのいずれかがそのゾーンで検出されると、コールはそのゾーンに転送さ

れます。コールが転送されるエイリアスは、制御システムによって決定されます。 

たとえば、ユーザが name@example.com 形式のエイリアスをダイヤルしたときに Expressway が name@example.co.uk と

name@example.net の両方について同時にゾーンに照会するようにダイヤルプランを設定できます。 

これを行うには、「検索ルールの作成（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial 

plan）] > [検索ルール（Search rules）] > [新規（New）]）から 2 つの検索ルールを次のようにセットアップします。 

 ルール #1 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） example.co.uk へ変換（Transform to example.co.uk） 

説明（Description） example.com から example.co.uk へ変換（Transform example.com to 

example.co.uk） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要

（Request must be 

authenticated） 

いいえ（No） 
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フィールド 値 

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） 

サフィックス（Suffix） 

パターン文字列（Pattern 

string） 

example.com 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 

string） 

example.co.uk 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target 

zone） 

本社（Head office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

ルール #2 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） example.net へ変換（Transform to example.net） 

説明（Description） example.net example.com へ変換 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要

（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） 

サフィックス（Suffix） 

パターン文字列（Pattern 

string） 

example.com 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 

string） 

example.net 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target 

zone） 

本社（Head office） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

H.323 番号へのダイヤリングでの @domain の除去 

SIP エンドポイントは URI の形式（たとえば name@domain）でのみコールを作成できます。発信者がコールの実行時にドメ

インを指定しない場合、SIP エンドポイントは自動的に自身のドメインをダイヤルされた番号に追加します。つまり、SIP 
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エンドポイントから 123 をダイヤルすると、123@domain が検索されます。ダイヤルする H.323 エンドポイントが 123 と

登録されている場合、Expressway はエイリアスの 123@domain を見つけることができずにコールは失敗します。 

1 つの番号を使用して登録した SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントの両方が含まれている導入環境の場合、次の

検索前トランスフォーメーションとローカルゾーンの検索ルールをセットアップする必要があります。これらの両方によっ

て、ユーザは SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントの両方から、H.323 E.164 番号のみを使用して登録した H.323 

エンドポイントにコールできます。 

検索前トランスフォーメーション 

「トランスフォーメーションの作成（Create transforms）」ページ（[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）] > [新規（New）]）で、次のようにセットアップします。 

フィールド 値 

プライオリティ（Priority） 1 

説明（Description） 数字のみのダイヤル文字列を使用し @domain を追加（Take any 

number-only dial string and append @domain） 

パターンタイプ（Pattern type） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (\d+) 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） \1@domain 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

この検索前トランスフォーメーションでは、数字のみのダイヤル文字列（123 など）を使用して、導入環境内のエンドポイ

ントの AOR と URI に使用したドメインを追加します。これによって、SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントが発信

したコールが同じ URI になるようにします。 

ローカル ゾーンの検索ルール 

「検索ルールの作成（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索

ルール（Search rules）] > [新規（New）]）で 2 つの新しい検索ルールを次のように作成します。 

ルール #1 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） H.323 番号をダイヤル（Dialing H.323 numbers） 

説明（Description） number@domain 形式のエイリアスを番号に変換（Transform aliases 

in format number@domain to number） 

プライオリティ（Priority） 50 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（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） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (\d+)@domain 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） \1 
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フィールド 値 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target zone） ローカルゾーン（Local Zone） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

ルール #2 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） H.323 番号をダイヤル（Dialing H.323 numbers） 

説明（Description） エイリアスを変換せずに number@domain をコール（Place calls to 

number@domain with no alias transform） 

プライオリティ（Priority） 60 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（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） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (\d+)@domain 

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） 

転送先ゾーン（Target zone） ローカルゾーン（Local Zone） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

これらの検索ルールによって、E.164 番号と完全な URI の両方が確実に検索されるため、エンドポイントが H.323 番号

（123）で登録されているか、完全な URI（123@domain）で登録されているかに関係なくエンドポイントに到達できます。 

 最初の検索ルールの形式は number@domain で、これらが number の形式に変換されます。 

 エイリアスを実際に number@domain の形式で登録したエンドポイントにも確実に到達させるには、プライオリティ

が低い 2 番目の検索ルールでエイリアスを変換せずに number@domain をコールします。 

英数字の H.323 ID のダイヤル文字列の変換 

次に、H.323 番号へのダイヤリングでの @domain の除去に基づく例を示します。この例は数字のみのダイヤル文字列を考

慮したものですが、H.323 ID は完全に数字のみである必要はありません。これらの ID には英数字（英字と数字）を含める

ことができます。 

この例は、上記の例と同じモデルに従っています。つまり、検索前トランスフォーメーションとローカルゾーンの検索ルー

ルを使用して、エンドポイントが H.323 ID で登録されているか、完全な URI で登録されているかにかかわらず到達できる

ようにしています。ただし、英数字をサポートする別の正規表現を使用しています。 

検索前トランスフォーメーション 

「トランスフォーメーションの作成（Create transforms）」ページ（[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）] > [新規（New）]）で、次のようにセットアップします。 
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フィールド 値 

プライオリティ（Priority） 1 

説明（Description） 英数字のダイヤル文字列に @domain を追加（Append @domain to 

any alphanumeric dial string） 

パターンタイプ（Pattern type） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） ([^@]*) 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） \1@domain 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

この検索前の変換は英数字のダイヤル文字列（123abc）を使用し、導入環境に使用されているドメインを追加することで、

SIP のエンドポイントと H.323 のエンドポイントによって行われたコールが同じ URI になることを保証します。 

ローカル ゾーンの検索ルール 

「検索ルールの作成（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索

ルール（Search rules）] > [新規（New）]）で 2 つの新しい検索ルールを次のように作成します。 

ルール #1 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） H.323 文字列をダイヤル（Dialing H.323 strings） 

説明（Description） string@domain 形式のエイリアスを文字列に変換（Transform aliases 

in format string@domain to string） 

プライオリティ（Priority） 40 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（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） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (.+)@domain 

パターン動作（Pattern behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） \1 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target zone） ローカルゾーン（Local Zone） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

 

 

ルール #2 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） ドメインを使用した H.323 文字列をダイヤル（Dialing H.323 strings with 

domain） 
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フィールド 値 

説明（Description） エイリアスを変換せずに string@domain をコール（Place calls to 

string@domain with no alias transform） 

プライオリティ（Priority） 50 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（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） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (.+)@domain 

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） 

転送先ゾーン（Target zone） ローカルゾーン（Local Zone） 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

これらの検索ルールによって、E.164 番号と完全な URI の両方が確実に検索されるため、エンドポイントが H.323 ID（123abc）

で登録されているか、完全な URI（123abc@domain）で登録されているかに関係なくエンドポイントに到達できます。 

 最初の検索ルールでは string@domain 形式のエイリアスをとり、それらを string の形式に変換します。 

 エイリアスを実際に string@domain の形式で登録したエンドポイントにも確実に到達させるには、プライオリティ

が低い 2 番目の検索ルールでエイリアスを変換せずに string@domain をコールします。 

既知のゾーンから着信した場合にのみ IP アドレスへのコールを許可 

エイリアスへのコールの他に、指定した IP アドレスにコールを発信することができます。このようなコールを適切なター

ゲットゾーンまで通過させるには、[モード（Mode）]を[任意の IP アドレス（Any IP address）]に設定した検索ルールを

セットアップする必要があります。セキュリティを強化するには、ルールの [ソース（Source）]オプションを [すべてのゾ

ーン（All zones）]に設定する必要があります。これにより、設定済みのゾーンまたはローカルゾーンのいずれかからクエ

リが発信されている場合、そのクエリはターゲットゾーンにのみ送信されます。 

上記に示した例を実現するには、「検索ルールの作成（Create search rule）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル 

プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] > [新規（New）]）から検索ルールを次のようにセットアップします。 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） 既知のゾーンからの IP アドレス（IP addresses from known zones） 

説明（Description） 既知のゾーンからの IP アドレスへのコールのみを許可（Allow calls to 

IP addresses only from a known zone） 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） 全ゾーン（All zones） 

要求に認証が必要（Request must be 

authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 任意の IP アドレス 

正常に一致する場合（On successful 

match） 

続行（Continue） 

転送先ゾーン（Target zone） 海外オフィス（Overseas office） 

状態（State） 有効（Enabled） 
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Microsoft SIP コールの Cisco Meeting Server への転送 

Cisco Meeting Server を使用して Microsoft ユーザがスペース内で会議できるようにする場合、次のような検索ルールを

使用して、このタイプの着信コールをミーティングサーバのネイバーゾーンへ転送します。 

フィールド 値 

ルール名（Rule name） すべて Meeting Server にルーティング（Route all to Meeting Server） 

説明（Description） すべてのインバウンド MS トラフィックを Meeting Server に送信（Send all 

inbound MS traffic to Meeting Server） 

プライオリティ（Priority） 100 

プロトコル（Protocol） SIP 

トラフィックのタイプ

（Traffic type） 

いずれかの Microsoft（Any Microsoft） 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要（Request 

must be authenticated） 

いいえ（No） 

モード（Mode） 任意のエイリアス（Any alias） 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

停止（Stop） 

ターゲット（Target） Cisco Meeting Server 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

外部サービスを使用するための検索ルールの設定 

検索ルール（ダイヤルプラン）に外部ポリシーサービスを使用するよう Expressway を設定する設定手順は以下のステップ

に分かれます。 

 検索ルールで使用するポリシーサービスを設定します。 

 ポリシーサービスに検索を指定するための関連の検索ルールを設定します。 

検索ルールが使用するポリシーサービスの設定 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial plan）] > [ポリシーサービス（Policy services）]に移動します。 

2. [新規（New）]をクリックします。 

3. 「ポリシー サービスの作成（Create policy service）」ページのフィールドを次のように設定します。 

 
フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） ポリシーサービスの名前。   

説明

（Description） 

オプションの自由形式のポリシーサービスの説明。 リストのポリシーサービスの上にマウスポインタ 

を置いた場合に説明がツールチップとして表示さ 

れます。 

プロトコル

（Protocol） ポリシーサービスに接続するために使用するプロ 

トコル。 

デフォルトは HTTPS です。 

ポリシーサービスサーバと通信を行う場合、

Expressway は HTTP から HTTPS へのリダイレク

トを自動的にサポートします。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

証明書検証モー 

ド（Certificate 

verification 

mode） 

HTTPS を使用して接続すると、この設定は、ポリシ

ーサーバが提示する証明書を検証するかどうかを制御

します。 

設定が [オン（On）]の場合、Expressway で HTTPS を

使用してポリシーサーバに接続するには、Expressway 

にそのサーバのサーバ証明書を承認するルート CA 証

明書がロードされている必要があります。また、証明

書のサブジェクトの共通名またはサブジェクト代替名

は次の[サーバアドレス（Server address）]フィール

ドの 1 つに一致する必要があります。 

Expressway のルート CA 証明書は（[メンテナンス

（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > 

[信頼できる CA 証明書（Trusted CA 

certificate）]）を選択してロードします。 

HTTPS 証明書失 

効リスト（CRL）

による確認

（HTTPS 

certificate 

revocation list 

(CRL) checking） 

CRL による確認で証明書を保護する場合は、このオプ

ションを有効にし、手動で CRL ファイルをロードす

るか、または、自動 CRL 更新を有効にします。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ

（Security）] > [CRL 管理（CRL management）]

に移動して、Expressway が CRL ファイルを更新す

る方法を設定します。 

サーバアドレス 1 

～ 3（Server 

address 1 - 3） 

サービスをホストしているサーバの IP アドレスまた

は完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。アド

レスに:<port>を追加することでポートを指定で 

きます。 

FQDN を指定する場合は、Expressway に FQDN を

解決できる適切な DNS 設定が指定されていること

を確認します。 

復元力のために、最大 3 つのアドレスを指定でき 

ます。 

パス（Path） サーバのサービスの URL を入力します。   

ステータスパス

（Status path） 

[ステータスパス（Status path）]は、Expressway  

がリモートサービスのステータスを取得できる場所か

らのパスを特定します。 

デフォルトはステータス（status）です。 

ポリシーサーバは戻りステータス情報を提供する必

要があります。「ポリシーサーバのステータスと復

元力（340 ページ）」を参照してください。 

ユーザ名

（Username） 

サービスにログインし、問い合わせするために 

Expressway が使用するユーザ名。 

  

パスワード

（Password） 

サービスにログインし、問い合わせをするために 

Expressway が使用するパスワード。 

プレーンテキストの最大長は 30 文字です（後で暗

号化されます）。 

デフォルト CPL

（Default CPL） 

これは、サービスが使用できない場合に Expressway 

が使用するフォールバック CPL です。 

デフォルト CPL を、たとえば、応答サービスまた

は録音メッセージにリダイレクトするように変更で

きます。 

詳細については、「ポリシーサービスのデフォルト 

CPL（544 ページ）を参照してください。 

 

4. [ポリシーサービスの作成（Create policy service）]をクリックします。 
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ポリシーサービスに検索を指定するための検索ルールの設定 

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. 外部ポリシーサーバに指定する検索に応じて、「検索ルールの作成（Create search rule）」ページのフィールド

を設定します。 

この例は、.meet で終わっているエイリアスへのコールを外部ポリシーサーバに転送する方法を示しています。 

 
ルール名（Rule name） 

ルールを説明する短い名前。 

説明（Description） 
フリー形式のルールの説明。 

プライオリティ（Priority） 
必要に応じて、10 など。 

プロトコル（Protocol） 
必要に応じて、[すべて（Any）]などにします。 

ソース（Source） 
必要に応じて、[すべて（Any）]などにします。 

リクエストは認証される必

要がある（Request must 

be authenticated） 

この設定は認証ポリシーに従って設定します。 

モード（Mode） 
必要に応じて、[エイリアスのパターンの一致（Alias pattern match）]などにします。 

パターンタイプ（Pattern 

type） 必要に応じて、[正規表現（Regex）]などにします。 

パターン文字列（Pattern 

string） 必要に応じて、「.*\.meet@example.com」などにします。 

パターン動作（Pattern 

behavior） 必要に応じて、[許可（Leave）]などにします。 

正常に一致する場合（On 

successful match） 必要に応じて入力します。 

[停止（Stop）]が選択された場合、Expressway は元のエイリアスに対して、それ以上検索

ルールを処理しませんが、新しいエイリアスが CPL で返される場合は、完全なコール処理シ

ーケンスが再起動されることに注意してください。 

ターゲット（Target） 前の手順で作成したポリシーサービスを選択します。 

状態（State） 有効（Enabled） 

 

ポリシーサーバにすべての検索を転送するには、どちらもポリシーサービスを対象とする 2 つの検索ルールを設定できます。 

 [モード（Mode）]を[任意のエイリアス（Any alias）]に設定した最初の検索ルール。 

 [モード（Mode）]を[すべての IP アドレス（Any IP address）]に設定した 2 番目の検索ルール。 

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

Expressway は、指定したパターンに一致するすべての検索をポリシーサービスサーバに指定します。 

最初のエイリアスでは一致し、次にポリシーサーバがコールをルーティングしたエイリアスについては一致しない、または拒否を

返信しないように検索ルールを設定する必要があります。 
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コール ポリシーについて 

許可するコール、拒否するコール、および別の宛先に転送するコールを制御するルールをセットアップできます。これらの

ルールをコールポリシー（または管理者ポリシー）と呼びます。 

コールポリシーが有効になっており、設定されている場合は、コールが行われるたびに、Expressway はそのコールの送信

元と宛先に基づいて次のことを決定するためにポリシーを実行します。 

 元の宛先へのコールのプロキシ経由での送信 

 別の宛先または別の一連の宛先へのコールの転送 

 コールの拒否 

注：有効になっている場合、Expressway を通過するすべてのコールにコールポリシーが実行されます。 

次の操作を実行する必要があります。 

 コールポリシーを使用し、Expressway を介してコールを送受信できる発信者を決定する 

 登録制限ポリシーを使用し、Expressway に登録できるエイリアス、または登録できないエイリアスを決定する 

コール ポリシーの設定  

「コール ポリシーの設定（Call Policy configuration）」ページ（[設定（Configuration）] > [コール ポリシー（Call 

Policy）] > [設定（Configuration）]）を使用して Expressway のコールポリシーモードを設定し、ローカルポリシーファ

イルをアップロードします。 

コール ポリシー モード 

コールポリシーモードは、コールポリシーの設定を Expressway が取得する場所を制御します。次のオプションがあります。 

 [ローカル CPL（Local CPL）]：ローカルで定義したコールポリシーを使用します。 

 [ポリシーサービス（Policy service）]：外部ポリシーサービスを使用します。 

 [オフ（Off）]：コールポリシーを使用しません。 

次に、これらのオプションを詳しく説明します。 

ローカル CPL（Local CPL） 

[ローカル CPL（Local CPL）]オプションでは Expressway 上でローカルに設定されたコールポリシーを使用します。[ローカル 

CPL（Local CPL）]を選択した場合は、次のいずれかを実行する必要があります。 

 基本的なコールポリシーの設定を「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページ（[設定

（Configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > [ルール（Rules）]）で行います。この設定では、指定し

たコールの許可または拒否のみができます。または、 

 コールポリシーファイルのアップロードを行います。このファイルには CPL スクリプトが含まれています。ただし、

CPL スクリプトの作成は複雑であるため、代わりに外部ポリシーサービスを使用することを推奨します。 
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コールポリシーの指定に一度に使用できるのは、これらの 2 つの方法のいずれかのみです。CPL スクリプトがアップロー

ドされている場合は、そのスクリプトが優先されるため、「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページを使用

できません。このページを使用するには、アップロードされている CPL スクリプトを最初に削除する必要があります。 

[ローカル CPL（Local CPL）]が有効になっていても、ポリシーが設定されていないか、またはアップロードされていない

場合は、デフォルトのポリシーが適用されます。これにより、送信元や宛先に関係なく、すべてのコールが許可されます。 

すべてのコールポリシーの決定を外部サービスに照会する場合は、[ポリシーサービス（Policy service）]オプションを使用

します。このオプションを選択すると、外部サービスの接続の詳細情報を指定できる一連の設定フィールドが新たに表示さ

れます。「外部サービスを使用するコールポリシーの設定（194 ページ）」を参照してください。 

Web インターフェイスを使用したコール ポリシー ルールの設定 

「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページ（[設定（Configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > 

[ルール（Rules）]）には、現在導入されている（CPL ファイル経由でアップロードされたのではなく）Web で設定された

コールポリシールールのリストが表示されます。また、このページでは、ルールを作成、編集、削除できます。このページ

には基本的なコールポリシールールをセットアップするメカニズムが備わっており、CPL スクリプトを作成したりアップ

ロードしたりする必要はありません。 

CPL ファイルがすでに導入されている場合は、[コールポリシールール（Call Policy rules）] ページを使用してコールポリ

シーを設定できません。この場合は、「コール ポリシーの設定（Call Policy configuration）」ページ（[設定

（Configuration）]> [コール ポリシー（Call Policy）] > [設定（Configuration）]）の[アップロード済みのファイルの削

除（Delete uploaded file）]オプションを使用します。このオプションで CPL スクリプトを使用して導入された既存のポ

リシーを削除して「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページを使用できるようにし、コールポリシーを設定

します。 

各ルールで、特定の送信元から特定の宛先エイリアスへのコールに実行するアクションを指定します。複数のルールがある

場合は、それらのルールを適用するプライオリティ順に並べ替えることもできます。 

コールポリシールールが設定されていない場合は、デフォルトのポリシーで送信元や宛先に関係なく、すべてのコールが許

可されます。 

設定するルールをクリックします（または[新規（New）]をクリックして新しいルールを作成するか、[削除（Delete）]を

クリックして選択したルールを削除します）。 

各ルールの設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

送信元のタイプ

（Source 

type） 

このフィールドでは、コールの送信元を [ゾーン（Zone）] または 

[送信元アドレス（From address）]の 2 つのタイプから選択できま

す。この選択は、ルールの設定に使用するそのほかのフィールドに

影響します。 

異なる送信元のタイプを使用してル

ールの組み合わせを設定できます。

コールポリシーを実装するため、ま

たは電話料金の詐欺行為から会議リ

ソースを保護するために、これらを

定義し、順序付けます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

発信側ゾーン

（Originating 

Zone） 

[送信元のタイプ（Source type）]が[ゾーン（Zone）]に設定された

ルールに対してのみ表示されます。 

ドロップダウンには、この Expressway に設定されたすべてのゾー

ンが表示されるため、このルールによって検査されたコールの送信

元を選択できます。 

ルールは、選択されたゾーンから発信されるすべてのコールを検査

します。 

  

ルールの適用先

（Rule applies 

to） 

[送信元のタイプ（Source type）]が[送信元アドレス（From 

address）]に設定されたルールに対してのみ表示されます。 

このフィールドでは、ルールが認証済みの発信者または非認証の発

信者からのコールを検査するかどうかを選択できます。 

認証済みの発信者は次のデバイスです。 

 Expressway にローカルに登録され、認証されている、また

は 

 ネイバーに登録され、認証されてから、ローカル 

Expressway に認証されている 

詳細については、「デバイス認証に

ついて（109 ページ）」を参照して

ください。 

送信元パターン

（Source 

pattern） 

[送信元のタイプ（Source type）]が[送信元アドレス（From 

address）]に設定されたルールに対してのみ表示されます。 

ルールは、このフィールドへの入力値と、発信側エンドポイントが

自身を特定するために使用する送信元アドレスの一致を試みます。 

このフィールドが空白の場合、ポリシールールは、選択した発信者

のタイプ（認証済みまたは非認証）からのすべての着信コールに適

用されます。 

より一般的なルール用のパターンを

使用する、または明示的に特定の発

信者を許可または拒否する必要があ

る場合には 1 つのエイリアス用のパ

ターンを使用することができます。 

このフィールドは、正規表現をサポ

ートします。 

宛先パターン

（Destination 

pattern） 

すべてのルールに必要です。 

ルールは、このフィールドへの入力値と、着信コールからの宛先ア

ドレスの一致を試みます。 

より一般的なルール用のパターンを

使用する、または明示的に特定の宛

先を許可または拒否する必要がある

場合には 1 つのエイリアス用のパタ

ーンを使用することができます。 

このフィールドは、正規表現をサポ

ートします。 

アクション

（Action） 

検査したコールが、送信元と宛先に指定したものと一致したとき

の、ルールの動作を定義します。[許可（Allow）]または[却下

（Reject）]を選択できます。 

[許可（Allow）]：送信元アドレスまたは発信側ゾーンがルールのソー

スパラメータと一致した場合、およびコールの宛先がルールの宛先パ

ターンに一致した場合、Expressway はコールを処理し続けます。 

[却下（Reject）]：送信元アドレスまたは発信側ゾーンがルールのソ

ースパラメータと一致した場合、およびコールの宛先がルールの宛

先パターンに一致した場合、Expressway はコールを拒否します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

並べ替え

（Rearrange） 

このフィールドは、コールポリシールールのリストでのみ表示され

ます（「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページ）。 

ルールの順序を変更し、相対的な優先順位を変更するには、

および アイコンをク 

リックします。 

各ルールは、コールに一致するま

で、上から順に着信コールの詳細と

比較されます。 

ルールが一致すると、ルールのアク

ションがコールに適用されます。 

 

CPL スクリプトを使用したコール ポリシーの設定 

高度なコールポリシーを設定するには、CPL スクリプトを使用します。これを行うには、まず、CPL スクリプトをテキス

トファイルとして作成して保存し、その後で Expressway にアップロードします。ただし、CPL スクリプトの記述は複雑

なため、代わりに外部ポリシーサービスを使用することを推奨します。 

Expressway でサポートされている CPL 構文とコマンドについては、「CPL リファレンス（362 ページ）」の項を参照し

てください。 

既存の CPL スクリプトの表示 

XML ベースの CPL スクリプトとして現在導入されているコールポリシーを表示するには、「コールポリシーの設定（Call 

Policy configuration）」ページ（[設定（Configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > [設定（Configuration）]）

に移動し、[コールポリシーファイルの表示（Show Call Policy file）]をクリックします。 

 CPL スクリプトを使用するようにコールポリシーを設定した場合は、アップロードしたスクリプトが表示されます。 

 「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページでコールポリシーを設定した場合は、CPL バージョンのコ

ールポリシールールが表示されます。 

 [コールポリシーモード（Call Policy mode）]が[オン（On）]になっていてもポリシーが設定されていない場合は、

すべてのコールを許可するデフォルトの CPL スクリプトが表示されます。 

コールポリシーのバックアップコピーを取得するファイルを表示したり、コールポリシーが [コールポリシールール（Call 

Policy rules）] ページを使用して設定されている場合は、この CPL ファイルのコピーを取得し、より高度な CPL スクリプ

トを作成するための開始点として使用できます。 

コールポリシーを「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページを使用して設定した後に、CPL ファイルをダウ

ンロードした後に編集せずに Expressway へアップロードした場合は、Expressway がそのファイルを認識して、各ルール

を「コール ポリシー ルール（Call Policy rules）」ページに自動的に追加します。 

CPL XSD ファイルについて 

CPL スクリプトは Expressway によってサポートされている形式である必要があります。「コール ポリシーの設定（Call 

Policy configuration）」ページでは、Expressway へアップロードしたスクリプトの確認に使用する XML スキーマをダ

ウンロードできます。XSD ファイルを使用して、CPL スクリプトが有効であることを事前に確認できます。2 つのダウン

ロードオプションから選択できます。 

 [CPL XSD ファイルの表示（Show CPL XSD file）]：CPL スクリプトが使用する XML スキーマをブラウザに表示

します。 

 [CPL 拡張 XSD ファイルの表示（Show CPL Extensions XSD file）]：Expressway がサポートする追加の CPL 要

素に使用する XML スキーマをブラウザに表示します。 
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CPL スクリプトのアップロード 

新しい CPL ファイルをアップロードするには、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. [ポリシー ファイル（Policy files）]セクションの[新しいコールポリシーファイルの選択（Select the new Call 

Policy file）]フィールドで、ファイル名を入力するか、アップロードする CPL スクリプトを参照します。 

3. [ファイルのアップロード（Upload file）]をクリックします。 

CPL スクリプトの Expressway ポールは 5 秒ごとに変更されます。そのため、Expressway はほぼ即時にアップロードさ

れた CPL スクリプトの使用を開始します。CPL スクリプトはコマンドラインインターフェイスを使用してアップロードで

きません。 

既存の CPL スクリプトの削除 

CPL スクリプトがすでにアップロードされている場合は[アップロード済みのファイルの削除（Delete uploaded file）]ボ

タンが表示されます。ファイルを削除するには、そのボタンをクリックします。 

外部サービスを使用するためのコール ポリシーの設定 

すべてのポリシー決定を外部サービスに委託するようコールポリシーを設定するには、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. [コールポリシーモード（Call Policy mode）]に[ポリシーサービス（Policy service）]を選択します。 

3. フィールドの設定は以下のとおりです。 

 
フィールド 説明 使用方法のヒント 

プロトコル

（Protocol） 

ポリシーサービスに接続するために使用するプロトコル。 

デフォルトは HTTPS です。 

ポリシーサービスサーバと通信を行う場合、

Expressway は HTTP から HTTPS へのリダイレ

クトを自動的にサポートします。 

証明書検証モード

（Certificate 

verification 

mode） 

HTTPS を使用して接続すると、この設定は、ポリシーサ

ーバが提示する証明書を検証するかどうかを制御します。 

設定が [オン（On）]の場合、Expressway で HTTPS を使

用してポリシーサーバに接続するには、Expressway にそ

のサーバのサーバ証明書を承認するルート CA 証明書がロ

ードされている必要があります。また、証明書のサブジェ

クトの共通名またはサブジェクト代替名は次の[サーバア

ドレス（Server address）]フィールドの 1 つに一致する

必要があります。 

Expressway のルート CA 証明書は（[メンテナン

ス（Maintenance）] > [セキュリティ

（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted 

CA certificate）]）を選択してロードします。 

HTTPS 証明書失効

リスト（CRL）に

よる確認（HTTPS 

certificate 

revocation list 

(CRL) checking） 

CRL による確認で証明書を保護する場合は、このオプシ

ョンを有効にし、手動で CRL ファイルをロードするか、

または、自動 CRL 更新を有効にします。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ

（Security）] > [CRL 管理（CRL 

management）]に移動して、Expressway が 

CRL ファイルを更新する方法を設定します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

サーバアドレス 1 

～ 3（Server 

address 1 - 3） 

サービスをホストしているサーバの IP アドレスまたは完

全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。アドレス

に:<port>を追加することでポートを指定できます。 

FQDN を指定する場合は、Expressway に FQDN 

を解決できる適切な DNS 設定が指定されている

ことを確認します。 

復元力のために、最大 3 つのアドレスを指定でき

ます。 

パス（Path） サーバのサービスの URL を入力します。   

ステータスパス

（Status path） 

[ステータスパス（Status path）]は、Expressway がリ 

モートサービスのステータスを取得できる場所からの 

パスを特定します。 

デフォルトはステータス（status）です。 

ポリシーサーバは戻りステータス情報を提供する

必要があります。「ポリシーサーバのステータス

と復元力（340 ページ）」を参照してください。 

ユーザ名

（Username） 

サービスにログインし、問い合わせするために 

Expressway が使用するユーザ名。 

  

パスワード

（Password） 

サービスにログインし、問い合わせをするために 

Expressway が使用するパスワード。 

プレーンテキストの最大長は 30 文字です（後で

暗号化されます）。 

デフォルト CPL

（Default CPL） 

これは、サービスが使用できない場合に Expressway 

 が使用するフォールバック CPL です。 デフォルト CPL を、たとえば、応答サービスまた

は録音メッセージにリダイレクトするように変更

できます。 

詳細については、「ポリシーサービスのデフォル

ト CPL（544 ページ）」を参照してください。 

 

4. [保存（Save）]をクリックします。 

Expressway はポリシーサービスサーバに接続し、コールポリシーの決定に必要なサービスを使用して開始する必

要があります。 

接続の問題は、このページに報告されます。このページの下部の[ステータス（Status）]エリアを確認し、追加の情

報メッセージを[サーバアドレス（Server address）]フィールドと照合します。 

サポートされているアドレス形式 

発信者のエンドポイントを使用して入力する宛先アドレスにはさまざまな形式を使用できますが、これは、宛先エンドポイ

ントを見つけようとしたときに Expressway が従う特定のプロセスに影響します。Expressway でサポートされるアドレス

形式は次のとおりです。 

 IP アドレス。例：10.44.10.1 または 3ffe:80ee:3706::10:35 

 H.323 ID。例：john.smith または john.smith@example.com （H.323 ID には URI の形式を使用できます） 

 E.164 エイリアス。例：441189876432 または 6432 

 URI。例：john.smith@example.com 

 ENUM。例：441189876432 または 6432 

これらのアドレス形式それぞれをサポートするには、Expressway での設定が必要な場合があります。次の表に、それらの

設定要件を示します。 
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IP アドレスによるダイヤリング 

宛先エンドポイントがシステムに登録されていない場合は、IP アドレスによるダイヤリングが必要です。詳細については、

「IP アドレスによるダイヤル（196 ページ）」の項を参照してください。 

H.323 ID または E.164 エイリアスによるダイヤリング 

H.323 ID または E.164 エイリアスを使用してコールするための特別な設定は不要です。 

Expressway は通常のコールルーティングプロセスに従い、トランスフォーメーションを適用してから、検索ルールに従っ

てローカルゾーンと外部ゾーンでエイリアスを検索します。 

SIP エンドポイントは常に、UIR の形式の AOR を使用して登録されます。インターワーキングを容易にするように、

H.323 エンドポイントも必ず URI の形式の H.323 ID を使用して登録することを推奨します。 

H.323 または SIP URI によるダイヤリング 

ユーザが URI ダイヤリングを使用してコールを発信するときは、通常 name@example.com をダイヤルします。 

宛先エンドポイントがローカルに登録されている、またはネイバーシステムに登録されている場合は、コールを発信するた

めに必要な特別な設定はありません。Expressway は通常の検索プロセスに従い、トランスフォーメーションを適用してか

ら、検索ルールに従ってローカルゾーンと外部ゾーンでエイリアスを検索します。 

宛先エンドポイントがローカルに登録されていない場合、URI ダイヤリングは DNS を使用して宛先エンドポイントを見つ

けます。DNS を介して URI ダイヤリングをサポートするには、1 つ以上の DNS サーバと 1 つ以上の DNS ゾーンを使用し

て Expressway を設定する必要があります。 

DNS を介した URI ダイヤリング（アウトバウンドとインバウンドの両方）をサポートする Expressway の設定方法の詳細

については、URI ダイヤリングの項を参照してください。 

ENUM によるダイヤリング 

ENUM ダイヤリングでは、そのエンドポイントが異なる形式のエイリアスを使用して登録されていても、E.164 番号（電話

番号）にダイヤリングした発信者がエンドポイントに接続できます。E.164 番号が DNS システムによって URI に変換され

た後に、URI ダイヤリングのルールによりコールが発信されます。 

ENUM ダイヤリング機能を使用すると、URI ダイヤリングの柔軟性は保ちながら、コールするために使用するのは番号だけ

というシンプルさが得られます。これは、発信者がテンキーを使用してのダイヤリングに限られている場合は特に重要です。 

Expressway で ENUM ダイヤリングをサポートするには、1 つ以上の DNS サーバと適切な ENUM ゾーンを使用して設定

する必要があります。 

ENUM ダイヤリング（アウトバウンドとインバウンドの両方）をサポートする Expressway の設定方法の詳細については、

「ENUM ダイヤリング」の項を参照してください。 

IP アドレスによるダイヤリング 

宛先エンドポイントがシステムに登録されていない場合は、IP アドレスによるダイヤリングが必要です。 

宛先エンドポイントが登録されている場合は、IP アドレスを使用してコールすることも可能ですが、エンドポイントがプ 

ライベートネット上にあるか、またはファイアウォールの背後にある場合は失敗する場合があります。このため、AOR や 

H.323 ID など、別のアドレス形式を介して登録されたエンドポイントにコールを発信することを推奨します。同様に、 

ネットワーク外の発信者が IP アドレスを使用してネットワーク内のエンドポイントと通信しないようにしてください。 
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既知の IP アドレスへのコール 

IP アドレスがローカルに登録されたエンドポイントである場合、または Expressway で設定されているいずれかのサブゾーン

メンバーシップルールの IP アドレス範囲内にある場合、Expressway はその IP アドレスを「既知」のものと見なします。 

SIP ユーザエージェント（および H.323 エンドポイント）は、メンバーシップルールに基づき、デフォルトのサブゾーンまた

はカスタマイズされたサブゾーンに登録します。インターワーキングのタイミングは、コールフローによって異なります。 

SIP IP ダイヤリングは常に UDP として扱われ、Expressway サーバ上での動作は次のように想定されています。 

1. デフォルトサブゾーンからカスタム Subzone1 へのコール -> SIP 間ネイティブコールに進みます。Subzone1 で登

録されているユニットが SIP UDP として登録されていない場合、ネイティブプロトコルは失敗するため、サーバが

インターワーキングを行うまでに遅延が発生します。 

2. Subzone1 からデフォルトサブゾーンへのコール ->ただちに SIP-to-H.323 インターワーキングコールにフォール

バックします。 

3. Subzone1 から Subzone1 へのコール -> SIP 間ネイティブコールに進みます。Subzone1 で登録されているユニッ

トが SIP UDP として登録されていない場合、ネイティブプロトコルは失敗するため、サーバがインターワーキング

を行うまでに遅延が発生します。 

4. Subzone1 から Subzone2 へのコール -> SIP 間ネイティブコールに進みます。Subzone2 で登録されているユニッ

トが SIP UDP として登録されていない場合、ネイティブプロトコルは失敗するため、サーバがインターワーキング

を行うまでに遅延が発生します。 

5. デフォルトサブゾーンからデフォルトサブゾーンへのコール ->ただちに SIP-to-H.323 インターワーキングコール

にフォールバックします。 

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

Expressway は IP アドレスによるダイヤリングをサポートしていますが、Expressway がローカルではない IP アドレスに

コールを発信できることが望ましくない場合もあります。Expressway の代わりにネイバーにコールを発信させたり、その

ようなコールをまったく許可しないようにすることもできます。[不明 IP アドレスへのコール（Calls to unknown IP 

addresses）]の設定（「ダイヤルプランの設定（Dial plan configuration）」ページ）で、ローカルネットワークになく、

Expressway またはそのネイバーの 1 つに登録されていない IP アドレスに発信されたコールを Expressway がどのように

処理するかを設定します。 

Expressway は既知の IP アドレスに常にコールを発信しようとします（ローカルゾーンに[任意の IP アドレス（Any IP 

Address）]の検索ルールがある場合）。 

ほかのすべての IP アドレスは「不明」と見なし、[不明 IP アドレスへのコール（Calls to Unknown IP addresses）]の設

定に従って Expressway が処理します。 

 [直接（Direct）]：Expressway は、ネイバーに照会することなく、不明 IP アドレスにコールを直接発信しようとし

ます。 

 [間接（Indirect）]：Expressway は通常の検索プロセスに従ってネイバーに、つまり、[任意の IP アドレス（Any IP 

Address）]モードの検索ルールのターゲットであるゾーンに検索要求を転送します。一致が検出され、ネイバーの

設定でその IP アドレスへのコールが許可されている場合は、Expressway はコールをそのネイバーに渡して完了し

ます。これがデフォルト設定です。 

 [オフ（Off）]：Expressway はネイバーのいずれにも直接的にも間接的にもコールを発信しようとしません。 

この設定は、ゾーントランスフォーメーションの前、かつ検索前のトランスフォーメーション、コールポリシーまたはユー

ザポリシーのルールの適用後にコールの宛先アドレスに適用されます。 

注：コールの制御のほかに、SIP デバイスのプロビジョニングメッセージとプレゼンスメッセージは IP アドレスにルーテ

ィングされることから、この設定ではそれらのメッセージの動作も決定します。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X8-11_Head/Content/Call_processing/dialplanconfig.html
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未登録エンドポイントへのコール発信 

登録されていないエンドポイントとは、H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録されていないデバイスのこと

です。ほとんどのコールは、このようなシステムに登録されているエンドポイント間で行われますが、未登録エンドポイン

トへコールを発信する必要が生じる場合があります。未登録エンドポイントにコールする方法は次の 2 つです。 

 URI をダイヤルする。これには、URI ダイヤリングをサポートするようにローカル Expressway を設定し、未登録

のエンドポイントの IP アドレスを解決するその URI の DNS レコードが存在している必要があります。 

 IP アドレスをダイヤルする。 

ファイアウォールを通過するための推奨設定 

ファイアウォールトラバーサルのために Expressway-E が Expressway-C と隣接している場合、通常は、[不明な IP アド

レスへのコール（Calls to unknown IP addresses）]を Expressway-C では[間接（Indirect）]に、Expressway-E では[直

接（Direct）]に設定する必要があります。ファイアウォール内の発信者がファイアウォール外の IP アドレスコールの発信

を試みると、次のようにルーティングされます。 

1. コールはエンドポイントから、そのエンドポイントが登録されている Expressway-C に進みます。 

2. コールされた IP アドレスがその Expressway に登録されておらず、[不明な IP アドレスへのコール（Calls to 

unknown IP addresses）]の設定が[間接（Indirect）]であるため、Expressway はコールを直接発信できません。

代わりに、この Expressway は隣接する Expressway-E を照会し、そのシステムが Expressway-C の代わりにコー

ルを発信できるかどうかを確認します。トラバーサルサーバゾーンに対して検索ルールを[任意の IP アドレス（Any 

IP Address）]に設定する必要があります。 

3. Expressway-E がコールを受信すると、[不明な IP アドレスへのコール（Calls to unknown IP addresses）]設定

が[直接（Direct）]であるため、そのコールはコールされた IP アドレスに直接発信されます。 

URI ダイヤリングについて 

URI アドレスの形式は通常、name@example.com です。ここで、name はエイリアス、example.com はドメインです。 

URI ダイヤリングは DNS を利用して、さまざまなシステムに登録されているエンドポイントを互いに見つけ出せるように

し、コールし合えるようにします。DNS がない場合、エンドポイントを互いに見つけ出せるようにするには、同じシステ

ムまたは隣接するシステムにエンドポイントを登録する必要があります。 

DNS を使用しない URI ダイヤリング 

DNS を使用しない場合、URI ダイヤリングを使用してローカルに登録されたエンドポイントが行ったコールは、宛先エン

ドポイントもローカルに登録されている場合、またはネイバーシステムを介してアクセスできる場合にのみ、発信されます。

これらのエンドポイントは、DNS クエリではなく、検索とゾーントランスフォーメーションプロセスを使用して見つける

ことができるためです。 

DNS を使用せずにネットワークから URI ダイヤリングを使用する場合、ネットワーク内のすべてのシステムが互いに、直

接または間接的ではなく、ネイバー関係で接続されていることを確認する必要があります。これによって、エンドポイント

の URI を検索することで、いずれかのシステムがそのシステム自体または他のシステムに登録されているエンドポイント

を確実に見つけられるようにします。 

これは、システムの数が増えても十分に拡張されません。また、特に実用的でもありません。つまり、ネットワーク内のエ

ンドポイントは、2 つのシステム間にネイバー関係がなければ、そのネットワーク外のシステムに登録されているエンドポ

イントにはダイヤルできません（別の会社へのコールの発信など）。 
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DNS ゾーンと DNS サーバがローカル Expressway 上に設定されていない場合、ローカルに登録されていないエンドポイ

ントまたはネイバーシステムへのコールは、ローカル Expressway が DNS を介した URI ダイヤリング用に設定された別の 

Expressway に（直接または間接的に）隣接していれば、発信されます。この場合、そのネイバーゾーンを参照する検索ル

ールによってピックアップされた URI でダイヤリングされたコールは、そのネイバーを経由し、DNS ルックアップが実行

されます。 

この設定は、すべての URI ダイヤリングを Expressway-E などの特定の 1 つのシステムを介して実行する場合に役に立 

ちます。 

ネットワーク内での URI ダイヤリングの一環として DNS を使用しない場合は、特別な設定は不要です。エンドポイントが 

URI 形式のエイリアスを使用して登録され、コールがその URI に対して実行されたときに、Expressway がローカルゾーン

とネイバーにその URI について照会します。 

Expressway に DNS が設定されておらず、ネットワークに H.323 エンドポイントが含まれている場合、これらのエンドポ

イントに URI ダイヤリングを使用して到達するには、次のいずれかが必要です。 

 H.323 の登録で使用される形式に URI を変換するために適切なトランスフォーメーションを作成する。たとえば、

H.323 エンドポイントをエイリアスを使用して登録し、alias@domain.com に対して着信コールを実行するという導

入方法があります。この場合はローカルトランスフォーメーションを設定して@domain, を除去し、ローカルで

alias を検索します。これを実行する方法の例については、「H.323 番号へのダイヤリングでの @domain の除去

（182 ページ）」を参照してください。 

SIP エンドポイントは常に URI 形式の AOR で登録されるため、特別な設定は不要です。 

DNS を使用した URI ダイヤリング 

URI ダイヤリングの一環として DNS を使用することで、不明なシステムに登録されている可能性がある場合でも、エンドポ

イントを検出できます。Expressway は DNS ルックアップを使用して URI アドレス内のドメインを見つけ、そのドメインに

エイリアスを照会します。詳細については、「DNS を使用した URI 解決プロセス（200 ページ）」の項を参照してください。 

DNS を介した URI ダイヤリングは、発信コールと着信コールに別々に有効にできます。 

発信コール 

URI ダイヤリングを使用し、DNS を介して Expressway がエンドポイントを見つけられるようにするには、次の手順を実

行します。 

 少なくとも 1 つの DNS ゾーンと関連する検索ルールを設定する 

 少なくとも 1 台の DNS サーバを設定する 

これは、「発信コール用 DNS 経由の URI ダイヤル（201 ページ）」の項で説明されています。 

着信コール 

Expressway に登録されているエンドポイントで、ローカルに登録されていないエンドポイントからのコールを URI ダイヤ

リングを使用し、DNS を介して受信できるようにするには、次の手順を実行します。 

 すべてのエンドポイントが AOR（SIP）または URI 形式の H.323 ID で登録されていることを確認する 

 使用するプロトコルとトランスポートタイプとに応じて適切な DNS レコードを設定する 

これは、「受信コール用 DNS 経由の URI ダイヤル（203 ページ）」の項で説明されています。 

ファイアウォールトラバーサルコール 

URI を使用したコールをファイアウォールを通じて送受信できるようにシステムを設定するには、「URI ダイヤリングとフ

ァイアウォールトラバーサル（205 ページ）」の項を参照してください。 
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DNS を使用した URI の解決プロセス 

Expressway が DNS システムを使用して宛先 URI アドレスを見つけようとする場合の一般的なプロセスは次のとおりです。 

H.323 

1. Expressway は URI 内のドメインに関する SRV レコードについて DNS サーバにクエリを送信します（複数の DNS 

サーバを Expressway に設定している場合、クエリはすべてのサーバに同時に送信されますが、すべての応答は 

Expressway が使用している SRV レコードで最も関連性の高いもののみを使用して優先順位付けが行われます）。

使用可能な場合、この SRV レコードは、デバイス自体や、そのドメインに権限を持つ H.323 ゲートキーパーに関

する情報（FQDN やリスニングポートなど）を返します。 

 URI アドレスのドメインの部分が H.323 ロケーション SRV レコード（_ h323ls の部分）を使用して正常に解決

された場合、Expressway は返された名前レコードごとに A/AAAA レコードクエリを送信します。これらは 1 

つ以上の IP アドレスに解決され、Expressway がそれらの IP アドレスへの完全 URI の LRQ をプライオリティ

順に送信します。 

 URI アドレスのドメインの部分が H.323 コールシグナリング SRV レコード（_ h323cs の部分）を使用して解決

された場合、Expressway は返された名前レコードごとに A/AAAA レコードクエリを送信します。これらは 1 つ

以上の IP アドレスに解決され、Expressway がこれらのレコードで返された IP アドレスへプライオリティ順にコ

ールをルーティングします（例外として、user@example.com:1719 など元のダイヤル文字列にポートが指定され

ていない場合があります。この場合、返されるアドレスで完全 URI アドレスが LRQ を介して照会されます）。 

2. 関連する SRV レコードが見つからなかった場合は、次のようになります。 

 照会する DNS ゾーンの[アドレスレコードを含める（Include address record）]の設定が[オン（On）]の場合、

システムは URI 内のドメインの A レコードまたは AAAA レコードの検索にフォールバックします。このような

レコードが検出された場合、コールはその IP アドレスにルーティングされ、検索が終了します。このドメイン

内で検出された A レコードと AAAA レコードが SIP または H.323 をサポートするシステム以外のものである場

合でも、Expressway はこのゾーンにコールを転送するため、コールは失敗します。そのため、デフォルト設定

の [オフ（Off）] を使用することを推奨します。 

 照会する DNS ゾーンの[アドレスレコードを含める（Include address record）]の設定が[オフ（Off）]の場合、

Expressway は A レコードも AAAA レコードも照会しません。その代わりに検索を続行して、残りの下位のゾ

ーンを照会します。 

SIP 

Expressway は、RFC 3263 で説明されているように、SIP 解決プロセスをサポートします。次に、Expressway がこのプ

ロセスを実装する例を示します。 

1. Expressway が URI のドメインについての NAPTR クエリを送信します。可能な場合は、そのドメインとの通信に

使用する SRV レコードとトランスポートプロトコルの優先順位付けされたリストがこのクエリの結果セットに示さ

れます。DNS にこのドメインについての NAPTR レコードがない場合、そのドメインの_sips._tcp.<domain>、

_sip._tcp.<domain>、および_sip._udp.<domain>のデフォルトリストが NAPTR クエリから返されたかのように

使用されます。 

 Expressway は NAPTR レコードのルックアップから返された結果それぞれに SRV クエリを送信します。返された 

A/AAAA レコードが優先順位付けられたリストが構築されます。 

 Expressway は、SRV レコードルックアップによって返された名前ごとに A/AAAA レコードクエリを送信します。 

上記の手順によって、ターゲットドメインとの通信に使用される IP アドレス、ポート、およびトランスポートプロトコ

ルのツリーが構築されます。このツリーは NAPTR レコードのプライオリティ、次に SRV レコードのプライオリティに

よってさらに分割されます。場所のツリーを使用すると、検索プロセスが最初の場所で停止し、ターゲットの宛先と通

信したことを示す応答が返されます。 

http://tools.ietf.org/html/rfc3263
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2. 検索プロセスが関連する SRV レコードを返さない場合は次のようになります。 

 照会する DNS ゾーンの[アドレスレコードを含める（Include address record）]の設定が[オン（On）]の場合、

システムは URI 内のドメインの A レコードまたは AAAA レコードの検索にフォールバックします。このような

レコードが検出された場合、コールはその IP アドレスにルーティングされ、検索が終了します。このドメイン

内で検出された A レコードと AAAA レコードが SIP または H.323 をサポートするシステム以外のものである場

合でも、Expressway はこのゾーンにコールを転送するため、コールは失敗します。そのため、デフォルト設定

の [オフ（Off）] を使用することを推奨します。 

 照会する DNS ゾーンの[アドレスレコードを含める（Include address record）]の設定が[オフ（Off）]の場合、

Expressway は A レコードも AAAA レコードも照会しません。その代わりに検索を続行して、残りの下位のゾ

ーンを照会します。 

発信コールでの DNS を介した URI ダイヤリング 

ユーザが URI ダイヤリングを使用してコールを発信すると、通常は name@example.com の形式でエンドポイントからアド

レスをダイヤルします。次に、Expressway に登録されたエンドポイントから URI をダイヤルした場合、またはネイバーシ

ステムからクエリとして URI アドレスを受信した場合に従うプロセスを示します。 

1. Expressway は検索ルールをチェックし、それらのルールの[モード（Mode）]が次のいずれかに設定されているか

どうかを確認します。 

 [任意のエイリアス（Any alias）] または 

 URI アドレスに一致するパターンの [エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）] 

2. 関連付けられたターゲットゾーンで URI がプライオリティ順に照会されます。 

 ターゲットゾーンのいずれかが DNS ゾーンである場合、Expressway は DNS ルックアップを通じてエンドポイ

ントを見つけます。これは、Expressway に設定されている DNS サーバにドメインの場所を DNS を使用した 

URI の解決プロセスに従って照会することで実行されます。URI アドレスのドメインの部分が正常に解決される

と、それらのアドレスに要求が転送されます。 

 ターゲットゾーンのいずれかがネイバー、トラバーサルクライアント、またはトラバーサルサーバである場合、

URI についてそれらのゾーンが照会されます。そのシステムが DNS を介して URI ダイヤリングをサポートする

場合、コール自体をルーティングする場合があります。 

DNS ゾーンの追加と設定 

DNS を介して URI ダイヤリングを有効にするには、1 つ以上の DNS ゾーンを設定する必要があります。手順は次のと 

おりです。 

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。「ゾーンの作成（Create zone）」ページが表示されます。 

3. ゾーンの名前を入力し、[タイプ（Type）]として [DNS] を選択します。 

4. DNS ゾーンを次のように設定します。 

 

フィールド ガイドライン 

ホップ数

（Hop 

count） 

DNS を介し、URI を使用してダイヤリングすると、使用されるホップカウントは、UIR アドレスに一致する検

索ルールに関連付けられた DNS ゾーンに対して設定されたものになります（これがコールに現在関連付けら

れているホップカウントよりも少ない場合）。 

URI アドレスが DNS ゾーンと一致しない場合、ネイバーにクエリが送信されます。この場合、使用するホップ

カウントは、ネイバーゾーンに対して設定されたものになります（コールに現在関連付けられているホップカ

ウントよりも小さい場合）。 
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フィールド ガイドライン 

H.323 と SIP 

モード（H.323 

and SIP 

modes） 

[H.323] セクションと [SIP] セクションでは、コールが SIP または H.323 の SRV ルックアップを使用して見

つかるかどうかに基づき、このゾーンを介して見つかったシステムとエンドポイントへのコールをフィルタリ

ングすることができます。 

アドレスレコ

ードを含める

（Include 

address 

record） 

この設定によって、このゾーンを介してダイヤルされたエイリアスについての NAPTR（SIP）レコードまたは 

SRV（SIP と H.323）レコードが検出されなかった場合、Expressway はプライオリティが低いゾーンの照会

に移る前に、A および AAAA の DNS レコードを照会します。 

デフォルト設定の [オフ（Off）]を使用することを推奨します。つまり、Expressway は A レコードと AAAA 

レコードは照会せず、その代わりに検索を続行して残りのプライオリティが低いゾーンを検索します。これ

は、NAPTR レコードや SRV レコードとは異なり、A/AAAA レコードが関連する SIP メッセージまたは H.323 

メッセージ（LRQ、Setup など）を処理できるシステムを示す保証がないためです。システムが、http メッセ

ージを処理する Web サーバであったり、メールメッセージを処理するメールサーバであったりする可能性が

あります。システムが A/AAAA ルックアップをしている場合にこの設定が [オン（On）]になっていると、

Expressway はその宛先にシグナリングを送信することになり、検索プロセスを続行しません。システムが 

SIP や H.323 をサポートしない場合、コールは失敗します。 

ゾーンプロフ

ァイル（Zone 

profile） 

ほとんどの導入環境について、この設定は [デフォルト（Default）] のままにする必要があります。 

 

5. [ゾーンの作成（Create zone）]をクリックします。 

DNS ゾーンの検索ルールの設定 

ローカル Expressway で DNS を使用し、ネットワーク外のエンドポイントを見つける場合は、次の手順を実行します。 

 DNS サーバを設定する（DNS クエリに Expressway が使用するもの） 

 DNS ゾーンを作成し、DNS クエリをトリガーするエイリアスを定義するために[パターン文字列（Pattern 

string）]フィールドと[パターンタイプ（Pattern type）]フィールドを使用する、関連付けられた検索ルールをセ

ットアップする 

たとえば、次のように設定します。 

 [パターン文字列（Pattern string）]に.*@.*、[パターンタイプ（Pattern type）]に[正規表現（Regex）]を設定し、

通常の URI アドレスの形式のすべてのエイリアスを DNS に照会する 

 [パターン文字列（Pattern string）] に(?!.*@example.com$).*、[パターンタイプ（Pattern type）]に[正規表現

（Regex）]を設定し、ドメイン example.com 以外の通常の URI アドレスの形式のすべてのエイリアスを DNS に

照会する 

さらに詳細なフィルタをセットアップするには、同じ DNS ゾーンをターゲットとする検索ルールを追加して設定します。

プロトコル（SIP または H.323）に基づいてフィルタリングしたり、異なるホップカウントを使用したりしない限り、ルー

ルごとに新しい DNS ゾーンを作成する必要はありません。 

注：DNS ゾーンに対して[モード（Mode）]を[任意のエイリアス（Any alias）]に設定した検索ルールは設定しないでくだ

さい。このような検索ルールは、ローカルに登録されているものや、URI アドレスの形式でないものも含めてすべてのエイ

リアスについて DNS が常に照会されることになります。 
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着信コールでの DNS を介した URI ダイヤリング 

DNS レコードタイプ 

URI ダイヤリングを使用し、DNS を介して行われたコール（および登録などのその他のメッセージ）を受信するための 

Expressway の機能は、Expressway がホストしている各ドメインに DNS レコードがあるかないかに依存します。 

これらのレコードには、次のようなさまざまなタイプがあります。 

 Expressway の IPv4 アドレスを提供する A レコード 

 Expressway の IPv6 アドレスを提供する AAAA レコード 

 特定のプロトコルやトランスポートタイプについて照会される Expressway の FQDN やそのポートを指定するサー

ビス（SRV）レコード 

 SIP ドメインの SRV レコードやトランスポートの設定を指定する NAPTR レコード 

ホストしているドメインと、Expressway で有効になっているプロトコルおよびトランスポートタイプの組み合わせごとに 

SRV レコードまたは NAPTR レコードを指定する必要があります。 

着信コールプロセス 

URI ダイヤリングを使用し、DNS を介して着信コールが実行された場合、発信側のシステムは上述の DNS レコードルック

アップのいずれかを使用して Expressway を検出しています。Expressway は、ダイヤルされた user@example.com 形式

の URI を含む要求を受信します。これは、デフォルトゾーンから着信したように見えます。この場合、Expressway は通常

のコールルーティングプロセスに従って、検索前トランスフォーメーション、コールポリシーと FindMe ポリシーを適用し

た後、ローカルゾーンとその他の設定済みのゾーンを検索ルールのプライオリティ順に検索して、URI を検索します。 

SRV レコードの形式 

SRV レコードの形式は RFC 2782 により、次のように定義されます。 

_Service._Proto.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target 

Expressway では、次のようになります。 

 _Service と_Proto は H.323 と SIP では異なり、使用するプロトコルとトランスポートタイプに依存する 

 Name は Expressway がホストしている URI ドメイン（例 example.com） 

 Port はその特定のサービスとプロトコルの組み合わせをリッスンするように設定された Expressway 上の IP ポート 

 Target は Expressway の FQDN 

H.323 SRV レコードの設定 

『ITU 仕様書：H.323』の「Annex O」に、DNS を使用してゲートキーパーとエンドポイントを見つけ、H.323 URL エイ

リアスを解決する手順が定義されています。また、H.323 URL で使用するパラメータも定義されています。 

Expressway はこの付録で定義されている SRV レコードのロケーション、コール、および登録のサービスタイプをサポー

トします。 

ロケーションサービスの SRV レコード 

コールを Expressway にルーティングするゲートキーパーには、ロケーションレコードが必要です。Expressway がホスト

するドメインごとにロケーションサービスの SRV レコードを次のように設定する必要があります。 

 _Service は_h323ls 

 _Proto は_udp 

 Port は、[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]で登録 UDP ポートとして設定したポー

ト番号 

http://tools.ietf.org/html/rfc2782
http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/en
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コールシグナリングの SRV レコード 

コールシグナリングの SRV レコード（および A/AAAA レコード）は、LRQ と LCF を交換するロケーショントランザクシ

ョンに参加できない未登録のエンドポイントによって主に使用されます。Expressway がホストするドメインごとにコール

シグナリングの SRV レコードを次のように設定する必要があります。 

 _Service は_h323cs 

 _Proto は_tcp 

 Port は、[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]でコールシグナリング TCP ポートとし

て設定したポート番号 

登録サービスの SRV レコード 

登録レコードは、Expressway の登録を試行するデバイスが使用します。Expressway がホストするドメインごとに登録サ

ービスの SRV レコードを次のように設定する必要があります。 

 _Service は_h323rs 

 _Proto は_udp 

 Port は、[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]で登録 UDP ポートとして設定したポー

ト番号 

SIP SRV レコードの設定 

RFC 3263 に、SIP URI を通信する次のホップの IP アドレス、ポート、トランスポートプロトコルに解決するために使用す

る DNS のプロシージャが示されています。 

SIP URI ダイヤリングを使用して Expressway に接続できるようにするには、Expressway で有効になっている SIP トラン

スポートプロトコル（UDP、TCP、または TLS）ごとに SRV レコードを次のように設定する必要があります。 

 有効な_Service と_Proto の組み合わせは次のとおりです。 

 _sips._tcp 

 _sip._tcp 

 _sip._udp （非推奨） 

 Port はその特定のトランスポートプロトコル用のポートとして[設定（Configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [SIP]で設定した IP ポート番号 

_sip._udp は、ビデオストリームの SIP メッセージが大きすぎて（ストリームベースでなく）パケットベースの転送では伝

送できないため、推奨されません。UDP は、通常、オーディオ専用デバイスに使用されます。また、UDP は TCP や TLS 

よりもスパムが多発する傾向があります。 

DNS レコードの設定例 

ドメイン名が example.com の会社が user@example.com 形式の URI アドレスを使用した H.323 コールと SIP コールを着信

させることができます。ドメインをホストする Expressway の FQDN は expressway.example.com です。 

通常、DNS レコードは次のようになります。 

 _h323ls._udp.example.com の SRV レコードは expressway.example.com を返す 

 _h323cs._tcp.example.com の SRV レコードは expressway.example.com を返す 

http://tools.ietf.org/html/rfc3263
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 _h323rs._tcp.example.com の SRV レコードは expressway.example.com を返す 

 example.com の NAPTR レコードは次を返す 

 _sip._tcp.example.com と 

 _sips._tcp.example.com 

 _sip._tcp.example.com の SRV レコードは expressway.example.com を返す 

 _sips._tcp.example.com の SRV レコードは expressway.example.com を返す 

 expressway.example.com の A レコードは Expressway の IPv4 アドレスを返す 

 expressway.example.com の AAAA レコードは Expressway の IPv6 アドレスを返す 

DNS レコードの追加方法は、使用している DNS サーバのタイプによって異なります。2 つの共通 DNS サーバをセットア

ップする手順については、「DNS configuration」の項を参照してください。 

URI ダイヤリングを使用してローカルに登録された H.323 エンドポイントに到達するには、次のいずれかを実行します。 

 URI 形式のアドレスを使用して H.323 エンドポイントを Expressway に登録する 

 H.323 の登録で使用される形式に URI を変換するために適切なトランスフォーメーションを作成する。たとえば、

H.323 エンドポイントをエイリアスを使用して登録し、alias@domain.com に対して着信コールを実行するという

導入方法があります。この場合はローカルトランスフォーメーションを設定して @domain を除去し、ローカルで 

alias を検索します。これを実行する方法の例については、「H.323 番号へのダイヤリングでの @domain の除去

（182 ページ）」を参照してください。 

SIP エンドポイントは常に URI 形式の AOR で登録されるため、特別な設定は不要です。 

Expressway を見つけるために複数のメカニズムが使用されていた可能性があります。user@<IP_address>に発信されたコ

ールを user@example.com の既存の登録にルーティングすることができます。この場合は、検索前トランスフォーメーショ

ンを設定して着信 URI からサフィックスの IP_address を除去してサフィックスの example.com で置き換えます。 

URI ダイヤリングとファイアウォール トラバーサル 

DNS を介した URI ダイヤリングをファイアウォールトラバーサルと一緒に使用する場合、DNS ゾーンを Expressway-E 

とパブリックネットワークの Expressway のみに設定する必要があります。ファイアウォールの背後にある Expressway 

には DNS ゾーンを設定しないでください。これにより、Expressway に登録されているエンドポイントからの発信 URI コ

ールが Expressway-E を通じてルーティングされるようになります。 

さらに、着信コールの DNS レコードは、その企業の権限のあるプロキシとして Expressway-E のアドレスを使用して設定

する必要があります（詳細については、「DNS configuration」の項を参照してください）。これにより、URI ダイヤリン

グを使用して処理された着信コールが Expressway-E を通じて企業内に入るため、ファイアウォールのトラバーサルが成

功するようになります。 

ENUM ダイヤリングについて 

ENUM ダイヤリングでは、そのエンドポイントが異なる形式のエイリアスを使用して登録されていても、E.164 番号（電話

番号）にダイヤリングした発信者がエンドポイントに接続できます。 

ENUM ダイヤリングを使用し、E.164 番号をダイヤルすると、DNS に保存された情報を使用して URI に変換されます。次

に Expressway が返された URI に基づいてエンドポイントを検索しようとします。 

ENUM ダイヤリング機能を使用すると、URI ダイヤリングの柔軟性は保ちながら、コールするために使用するのは番号だけ

というシンプルさが得られます。これは、発信者がテンキーを使用してのダイヤリングに限られている場合は特に重要です。 
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Expressway 上の ENUM ゾーンを設定できるため、Expressway は発信 ENUM ダイヤリングをサポートします。ENUM ゾ

ーンを照会することによって、ENUM ドメインにダイヤルされ、その後で DNS を使用して照会される E.164 番号の 

Expressway による変換がトリガーされます。 

注：ENUM ダイヤリングは照会される ENUM ドメインに対して関連する DNS NAPTR レコードの有無に依存します。これ

は、そのドメインの管理者が担当します。 

ENUM ダイヤリング プロセス 

Expressway が ENUM を使用してエンドポイントを見つけようとする場合の一般的なプロセスは次のようになります。 

1. ユーザがエンドポイントから E.164 番号をダイヤルします。 

2. Expressway が E.164 番号を ENUM ドメインに次のように変換します。 

1. 数字を反転し、ドットで区切ります。 

2. E.164 番号の NAPTR レコードをホストするドメインの名前がサフィックスとして追加されます。 

3. 次に、結果の ENUM ドメインを DNS に照会します。 

4. その ENUM ドメインの NAPTR レコードがある場合は、1 つ（場合によっては複数）の H.323/SIP URI への番号の

変換方法が示されます。 

5. Expressway が再度検索を開始しますが、ここでは、変換した URI を URI ダイヤリングプロセスに従って検索しま

す。これは、まったく新しい検索と見なすことができるため、検索前トランスフォーメーションとコールポリシー

が適用されます。 

ENUM ダイヤルの有効化 

ENUM ダイヤリングは着信コールと発信コールに別々に有効にできます。 

発信コール 

ENUM を使用するエンドポイントへの発信コールを可能にするには、次の手順を実行する必要があります。 

 少なくとも 1 つの ENUM ゾーンを設定する、および 

 少なくとも 1 台の DNS サーバを設定する 

これは、「発信コール用の ENUM ダイヤル（207 ページ）」の項で説明されています。 

着信コール 

企業内のエンドポイントが ENUM ダイヤリングを介して他のエンドポイントからの着信コールを受信できるようにするに

は、エンドポイントの E.164 番号を SIP/H.323 URI にマッピングする DNS NAPTR レコードを設定する必要があります。

これを実行する方法については、「着信コールの ENUM ダイヤリング（210 ページ）」の項を参照してください。 

注：ENUM ゾーンと DNS サーバがローカル Expressway 上に設定されていない場合も、ローカル Expressway が ENUM 

ダイヤリングに適切に設定された別の Expressway と隣接していれば、ENUM ダイヤリングを使用して発信されたコール

は処理されます。ENUM ダイヤリングされたコールはネイバーを経由します。この設定は、自社からのすべての ENUM ダ

イヤリングを特定の 1 つのシステム上に設定する場合に便利です。 
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発信コールの ENUM ダイヤリング 

ローカルエンドポイントを ENUM を使用して別のエンドポイントに Expressway を介してダイヤルできるようにするには、

次の条件を満たす必要があります。 

 着信側のエンドポイントの E.164 番号を URI にマッピングするために使用できる NAPTR レコードが NDS に存在

する必要があります。このレコードを提供する役割は着信側のエンドポイントが属する企業の管理者が担い、企業

内のエンドポイントを ENUM ダイヤリングを介して接続可能にする場合にのみ、そのレコードを使用可能にします。 

 ローカル Expressway 上に ENUM ゾーンを設定する必要があります。この ENUM ゾーンには、着信側のエンドポ

イントの NAPTR レコードを保持しているドメインと同じ DNS サフィックスが必要です。 

 NAPTR レコード（および、必要な場合は結果の URI）を照会できる、少なくとも 1 つ以上の DNS サーバのアドレ

スを使用してローカル Expressway を設定する必要があります。 

ENUM プロセスが 1 つまたは複数の URI が返された後、URI ダイヤリングプロセスに従って、これらの URI のそれぞれに

ついての新しい検索が開始されます。URI がローカルに登録されたエンドポイントに属している場合は、それ以上の設定は

不要です。ただし、少なくとも 1 つの URI がローカルに登録されていない場合、DNS ルックアップを使用してそれらの 

URI を検索するのであれば、DNS ゾーンを設定する必要もあります。 

コール処理 

Expressway はこのプロセスに従って ENUM（E.164）番号を検索します。 

1. Expressway は、ダイヤルされたとおりに受信した E.164 番号の検索を開始します。これは通常のコールルーティ

ングプロセスに従います。 

2. 検索前トランスフォーメーションを適用した後、Expressway は検索ルールをチェックして、それらのルールのい

ずれかが、次のいずれかのモードで設定されていることを確認します。 

 [任意のエイリアス（Any alias）] または 

 E.164 番号に一致するパターンによる [エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）] 

3. 一致する検索ルールに関連付けられたターゲットゾーンがルールのプライオリティ順に照会されます。 

 ターゲットゾーンがネイバーゾーンである場合、ネイバーで E.164 番号が照会されます。ネイバーが ENUM ダ

イヤリングをサポートする場合、コール自体をルーティングできます。 

 ターゲットゾーンが ENUM ゾーンである場合、Expressway は ENUM を通じてエンドポイントを検出しようと

します。Expressway に設定されている各 ENUM ゾーンを照会する限り、E.164 番号が次のように ENUM ドメ

インに変換されます。 

1. 数字を反転し、ドットで区切ります。 

2. ENUM ゾーンに設定された DNS サフィックスが追加されます。 

4. 次に、結果の ENUM ドメインを DNS に照会します。 

5. DNS サーバがその ENUM ドメインで変換後の E.164 番号（反転され、ドットで区切られた後の番号）に一致する 

NAPTR レコードを検出した場合、関連付けられた URI を Expressway に返します。 

6. その後、Expressway はその URI の新しい検索を開始します（既存のホップカウントは維持されます）。検索プロ

セス（検索前トランスフォーメーションを適用してからローカルゾーンと外部ゾーンをプライオリティ順に検索）

の開始時に Expressway が起動します。SIP/H.323 URI を検索しているこの時点から、URI ダイヤリングのプロセ

スに進みます。 

この例では Example Corp の Fred をコールします。Fred のエンドポイントは実際には URI の fred@example.com を使用

して登録されていますが、もっと簡単に Fred と接続するために、Fred のシステム管理者がこのエイリアスを Fred の 

E.164 番号である+44123456789 にマッピングする DNS NAPTR レコードを設定しました。 
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example.com の NAPTR レコードが DNS ドメインの e164.arpa を使用していることがわかります。 

1. DNS サフィックス e164.arpa を使用して ENUM ゾーンをローカル Expressway に作成します。 

2. [パターンマッチモード（Pattern match mode）]を[任意のエイリアス（Any alias）]に、また、[ターゲット

（Target）]を ENUM ゾーンに設定した検索ルールを設定します。つまり、検索されるエイリアスの形式に関 

係なく、常に ENUM が照会されます。 

3. エンドポイントから 44123456789 をダイヤルします。 

4. Expressway が 44123456789 の登録の検索を開始します。また、[任意のエイリアス（Any alias）]の検索ルールは 

ENUM ゾーンを照会することを意味します。（最初に他のプライオリティの高い検索が番号に一致する可能性があ

ります）。 

5. 照会するゾーンが ENUM ゾーンであるため、Expressway が自動的にトリガーされ、番号を次のように ENUM ドメ

インに変換します。 

1. 数字を反転し、ドットで区切って 9.8.7.6.5.4.3.2.1.4.4 にします。 

2. この ENUM ゾーンに設定されている DNS サフィックス e164.arpa を末尾に追加します。これにより、ドメイ

ンは 9.8.7.6.5.4.3.2.1.4.4.e164.arpa に変換されます。 

6. 次に DNS で ENUM ドメインを照会します。 

7. DNS サーバがドメインを検出し、関連付けられた NAPTR レコードの情報を返します。この情報により、ダイヤル

した E.164 番号が SIP URI の fred@example.com にマッピングされたことが Expressway に通知されます。 

8. 次に Expressway は別の検索を開始します。今回は fred@example.com の検索です。この時点から URI ダイヤリン

グプロセスに進み、コールは Fred のエンドポイントに転送されます。 

ENUM ダイヤリングのゾーンと検索ルールの設定 

ENUM ダイヤリングをサポートするには、リモートエンドポイントで使用する各 ENUM サービス用の ENUM ゾーンと関連

する検索ルールを設定する必要があります。 

ENUM ゾーンの追加と設定 

ENUM ゾーンをセットアップするには、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。[ゾーンの作成（Create zone）]ページが表示されます。 

3. ゾーンの名前を入力し、[タイプ（Type）]として[ENUM]を選択します。 

4. ENUM ゾーンを次のように設定します。 

 
 

フィールド ガイドライン 

ホップ数（Hop 

count） ほかのゾーンタイプのホップカウントと同じ方法で、ENUM ゾーンに指定したホップカウントを適用しま

す。DNS ルックアップで戻されたエイリアスの新しい検索プロセスを Expressway が開始した時点で現在 

適用可能なホップカウントが維持されます。 

DNS サフィック 

ス（DNS suffix） 

ENUM のホスト名を作成するための変換後の E.164 番号に追加するサフィックス。これは NAPTR レコー 

ドを照会する（ドメインネームスペース内の）DNS ゾーンを表します。 

H.323 モード

（H.323 Mode） 

このゾーンを H.323 レコードでルックアップするかどうかを制御します。 

SIP モード（SIP 

mode） 

このゾーンを SIP レコードでルックアップするかどうかを制御します。 
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5. [ゾーンの作成（Create zone）]をクリックします。 

次の点に注意してください。 

 ENUM ゾーンは Expressway 上にいくつでも設定できます。エンドポイントが使用する各 DNS サフィックスに少

なくとも 1 つの ENUM ゾーンを設定する必要があります。 

 通常の検索ルールのパターンマッチングと優先順位付けのルールが ENUM ゾーンに適用されます。 

 また、NAPTR レコードの検索時に使用する DNS サーバの詳細情報を使用して Expressway を設定する必要も 

あります。 

ENUM ゾーンの検索ルールの設定 

ローカルに登録されたエンドポイントが Expressway を介して ENUM コールをできるようにするには、少なくとも次の情

報を使用して ENUM ゾーンと関連する検索ルールを設定する必要があります。 

 DNS サフィックス e164.arpa （ENUM 標準によって指定されたドメイン） 

 [モード（Mode）]が[任意のエイリアス（Any alias）]に設定された関連する検索ルール。 

これにより、ENUM だけでなく、常にすべてのタイプのエイリアスが DNS で照会されることになります。また、ダイヤル

される企業が e164.arpa ドメインを使用している場合にのみ、ENUM ダイヤリングが成功することも意味します。ENUM 

ダイヤリングが確実に成功するようにするには、企業内の発信者がダイヤルするエンドポイントの NAPTR レコードを保持

しているドメインごとに ENUM ゾーンを設定する必要があります。 

各 ENUM に送信するクエリをフィルタリングする検索ルールを次のように設定します。 

 [モード（Mode）]に[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）]を使用する 

 [パターン文字列（Pattern string）]フィールドと[パターンタイプ（Pattern type）]フィールドを使用して ENUM 

ルックアップをトリガーするドメインごとにエイリアスを定義する 

たとえば、自社のネットワークからエンドポイントの E.164 番号が 44 で始まる英国内のリモートオフィスへの ENUM ダ

イヤリングを有効にすることができます。これを行うには、Expressway 上に ENUM ゾーンと、それに関連付ける検索ル

ールを次のように設定します。 

 [モード（Mode）]を [エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）] に設定する 

 [パターン文字列（Pattern string）]を 44 に設定する 

 [パターンタイプ（Pattern type）]を[プレフィックス（Prefix）]に設定する 

これにより、44 で始まる番号を誰かがダイヤルした場合にのみ、ENUM クエリがそのゾーンに送信されるようになります。 

ENUM ゾーンのトランスフォーメーションの設定 

他のゾーンと同じ方法で、ENUM ゾーン用のトランスフォーメーションを設定できます（詳細については、「検索とゾーン

トランスフォーメーションプロセス（174 ページ）」の項を参照してください）。 

ENUM ゾーンのトランスフォーメーションは、番号が ENUM ドメインに変換される前に適用されます。 

たとえば、自社のネットワークからプレフィックスに 8 と、その後にリモートのエンドポイントの E.164 番号の最後の 4 

桁を使用してリモートサイトのエンドポイントへの ENUM ダイヤリングを有効にすることができます。これを行うには、

Expressway 上に ENUM ゾーンと、それに関連付ける検索ルールを次のように設定します。 
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 [モード（Mode）]を[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern match）]に設定する 

 [パターン文字列（Pattern string）]を 8(\d{4})に設定する 

 [パターンタイプ（Pattern type）]を[正規表現（Regex）]にする 

 [パターン動作（Pattern behavior）]を[置換（Replace）]にする 

 [置換文字列（Replace string）]を 44123123(\1)にする+ 

この設定により、ENUM ドメインに変換され、DNS を介して照会された文字列は 44123123xxxx になります。 

発信 ENUM ダイヤリングを正しく設定したことを確認するには、検索ツール（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール

（Tools）] > [検索（Locate）]）を使用して E.164 エイリアスの解決を試行します。 

着信コールの ENUM ダイヤリング 

ENUM ダイヤリングを使用してローカルに登録したエンドポイントに到達するようにするには、エンドポイントの E.164 

番号を UIR にマッピングする DNS NAPTR レコードを設定する必要があります。このレコードは、ENUM ダイヤリングを

使用して到達しようとしているシステムが検出できる、適切な DNS ドメインに配置する必要があります。 

ENUM の DNS ドメインについて 

ENUM が E.164 番号と URI との間でマッピングを行うには、NAPTR レコードの有無に依存します。 

RFC 3761 は、ENUM の標準規格を定義する一連のドキュメントの一部であり、NAPTR レコードが公共の ENUM 導入環境

用として検出されるべき ENUM ドメインは e164.arpa であると明示しています。ただし、このドメインを使用するには、

適切な国の規制機関によって E.164 番号が割り当てられている必要があります。すべての国が ENUM に参加しているわけ

ではないため、NAPTR レコードに代替ドメインを使用することができます。このドメインは会社のネットワーク内に存在

するか（ENUM を社内で使用する場合）、または http://www.e164.org などの公共の ENUM データベースを使用するこ

とも可能です。 

DNS NAPTR レコードの設定 

ENUM は RFC 2915 に定義されているように、NAPTR レコードの有無に依存します。これらのレコードを使用して、

E.164 番号から H.323 や SIP URI が取得されます。 

Expressway がサポートするレコード形式は次のとおりです。 

order preference flag service regex replacement 

引数の説明 

 order と preference によって NAPTR レコードの処理順序が決まります。最下位のレコードが最初に処理され、照

合順の場合は最下位の優先度を持つレコードが最初に処理されます。 

 flag によってこのレコード内の他のフィールドの解釈が決まります。値 u（これが終端ルールであることを示す）

のみが現在サポートされており、必須となっています。 

 service はこのレコードが E.164 から H.323 または SIP の URI 変換を記述するためのものであることを示します。

この値は E2U+h323 または E2U+SIP のいずれかである必要があります。 

 regex は指定された E.164 番号から H.323 または SIP URI への変換を記述する正規表現です。 

 replacement は現在 Expressway では使用されていないため.（ピリオド文字）に設定する必要があります。 

ENUM の非終端ルールは現在 Expressway ではサポートされていません。これらの詳細については、『RFC 3761』の 

2.4.1 項を参照してください。 

たとえば、次のレコードがあります。 

IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+h323" "!^(.*)$!h323:\1@example.com!" . 

この例は次のように解釈されます。 

http://tools.ietf.org/html/rfc3761
http://tools.ietf.org/html/rfc2915
http://tools.ietf.org/html/rfc3761
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 10 は order 

 100 は preference 

 u は flag 

 E2U+h323 は、このレコードが H.323 URI 用であることを示します。 

 !^(.*)$!h323:\1@example.com! は次の変換を記述しています。 

 ! はフィールド区切り文字 

 最初のフィールドが変換する文字列であることを表します。この例では、^(.*)$ は E.164 番号全体を表します。 

 2 番目のフィールドは生成される H.323 URI を表します。この例では、h323:\1@example.com は E.164 番号が

@example.com 連結されることを示します。たとえば、1234 は 1234@example.com にマッピングされます。 

 .は置換フィールドが使用されていないことを示します。 

ENUM ダイヤリングと URI ダイヤリング用の DNS サーバの設定 

DNS サーバは次のように ENUM ダイヤリングと URI ダイヤリングをサポートする必要があります。 

 ENUM ダイヤリング：E.164 番号を URI にマッピングする NAPTR レコードを照会する 

 URI ダイヤリング：ローカルに登録されていないか、またはネイバーシステムを介してアクセスできないエンドポ

イントをルックアップする 

DNS サーバ（DNS クエリに Expressway が使用するもの）を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [DNS]ページ（[システム（System）] > [DNS]）に移動します。 

2. [アドレス 1（Address 1）]フィールドから[アドレス 5（Address 5）]フィールドに、ドメインの検出を試行する際に 

Expressway を照会する最大 5 台の DNS サーバの IP アドレスを入力します。これらのフィールドには FQDN ではなく、

IP アドレスを使用する必要があります。 

コール ルーティングとシグナリングの設定 

「コール ルーティング（Call routing）」ページ（[設定（Configuration）] > [コール ルーティング（Call routing）]）を

使用して、Expressway のコールルーティングとシグナリングの機能を設定します。 

コール シグナリングの最適化 

コールは、シグナリングとメディアの 2 つのコンポーネントから構成されています。トラバーサルコールの場合、

Expressway は常にメディアとシグナリングの両方を処理します。非トラバーサルコール場合は、Expressway はメディア

を処理しません。またシグナリングの処理は必要な場合も不要な場合もあります。 

[コールシグナリングの最適化（Call signaling optimization）]の設定では、コールがセットアップされた後にコールシグ

ナリングパスから Expressway がそれ自体を（可能な場合は）削除するかどうかを指定します。この設定のオプションは次

のとおりです。 

 [オフ（Off）]：Expressway は常にコールシグナリングを処理します。 

 コールは RMS コールライセンス、または Expressway 上の登録済みコールライセンスのいずれかを消費します。 

 [オン（On）]：Expressway はコールが次のいずれかである場合にコールシグナリングを処理します。 

 トラバーサルコール 

 コールポリシーまたは FindMe によって次のように変更された H.323 コール 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Reference/traversal_calls.htm
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 コールが複数のエイリアスに解決される 

 コールの送信元エイリアスが関連付けられた FindMe ID を表示するように変更された 

 FindMe に「応答なし」または「ビジー」のデバイスが設定されていない 

 コール内のいずれかのエンドポイントがローカルに登録されている 

 着信トランスポートプロトコル（UDP、TCP、TLS）が発信プロトコルと異なっている場合の SIP コール 

その他の場合はすべて、Expressway はコールがセットアップされた後にコールシグナリングパスからそれ自体

を削除します。Expressway はそのようなコールについてはコールライセンスを消費しません。また、コールシ

グナリングパスが簡略化されます。この設定は、ディレクトリ Expressway で使用する場合の階層化ダイヤルプ

ランに役立ちます。そのような導入環境では、ディレクトリ Expressway を使用してエンドポイントをルックア

ップして検出します。また、どのエンドポイントもその Expressway に登録させません。 

コール ループ検出モード 

ダイヤルプランまたは隣接するネットワークのダイヤルプランは、シグナリングループが発生することを想定して設定でき

ます。この例は構造化ダイヤルプランであり、すべてのシステムがメッシュ内にまとめて隣接化されています。このような

設定では、ホップカウントの設定が大きすぎると、ホップカウントが 0 に到達するまで単一の検索要求がネットワークに繰

り返し送信されることがあり、リソースを不必要に消費します。 

Expressway はネットワーク内のループを検出し、そのような検索を[コールループ検出モード（Call loop detection 

mode）]の設定で終了させて、ネットワークリソースを節約することができます。この設定のオプションは次のとおりです。 

 [オン（On）]：Expressway はループを含んでいる検索のブランチを実行せず、レベル 2 の「ループを検出（loop 

detected）」イベントとして記録します。次の条件のすべてを満たしている場合、2 つの検索がループしていると

見なされます。 

 同じコールタグがある 

 同じ宛先エイリアス宛である 

 同じプロトコルを使用している 

 同じゾーンから発信されている 

 [オフ（Off）]：Expressway は検索ループを検出せず、検索ループは失敗します。この設定は高度な導入にのみ使

用することを推奨します。 

コールの識別 

Expressway を通過する各コールにはコール ID とコールシリアル番号が割り当てられます。また、まだ行われていない場

合には、コールタグも割り当てられます。 

Call ID 

Expressway は現在進行中の各コールに異なるコール ID を割り当てます。コール ID 番号は 1 から始まり、そのシステムで

許可されるコールの最大数までになります。 

コールが発信されるたびに、Expressway はそのコールに使用可能な最も小さいコール ID 番号を割り当てます。たとえば、

すでにコール ID が 1 の進行中のコールがある場合、次のコールにはコール ID 2 が割り当てられます。コール 1 が切断さ

れると、発信される 3 番目のコールにはコール ID 1 が割り当てられます。 

したがって、コール ID は一意の識別子ではありません。同時に進行中の 2 つのコールが同じコール ID を持つことはあり

ませんが、時間の経過とともに、同じコール ID が複数のコールに割り当てられます。 

Expressway の Web インターフェイスにはコール ID は表示されません。 
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コールシリアル番号 

Expressway は、通過するすべてのコールに一意のコールシリアル番号を割り当てます。Expressway 上の 2 つのコールが

同じコールシリアル番号を持つことはありません。複数の Expressway 間を通過する単一のコールは、システムごとに異な

るコールシリアル番号によって識別されます。 

コールタグ 

コールタグは、多くの Expressway を通過するコールの追跡に使用されます。Expressway がコールを受信すると、そのコ

ールにコールタグがすでに割り当てられているかどうかを確認します。割り当てられている場合は Expressway は既存のタ

グを使用します。割り当てられていない場合はそのコールに新しいコールタグを割り当てます。このコールタグは、コール

が転送されるときにそのコールの詳細情報に組み込まれます。複数の Expressway 間を通過する単一のコールには、（すで

の通過したものも含め）Expressway に着信するたびに異なるコールシリアル番号が割り当てられますが、コールタグを使

用することで同じコールであると識別できます。これは、リモート syslog サーバを使用してネットワーク内の多くの 

Expressway のイベントを照合している場合に特に役に立ちます。 

また、コールタグは、ネットワーク内のループの識別にも役立ちます。自動コールループ検出機能の一部として使用されて

いるため、単一のコールタグに関連するすべてのイベントをイベントログで検索することができます。クエリをネイバーゾ

ーンに送信し、元の Expressway に再度ルーティングされる前に 1 つ以上のシステムを通過する場合にループが発生しま

す。この場合、発信クエリと着信クエリは異なるコールシリアル番号を持ち、さらに、（トランスフォーメーションが割り

当てられたかどうかに応じて）異なる宛先エイリアス宛となる場合があります。ただし、この場合もそのコールのコールタ

グは同じです。 

注：Expressway または TelePresence Conductor ではないシステムをコールが通過する場合は、コールタグの情報は失わ

れます。 

CLI でのコールの識別 

CLI を使用してコールを制御するには、コール ID かコールシリアル番号のいずれかを使用してコールを参照する必要があ

ります。これらは、次のコマンドを使用して取得できます。 

xStatus Calls 

このコマンドは、現在進行中の各コールの詳細情報をコール ID 順に返します。各エントリの 2 番目の行にはコールシリア

ル番号が表示され、3 番目の行にはコールタグが表示されます。 

コールの切断 

Web インターフェイスを使用したコールの切断 

Web インターフェイスを使用して既存の 1 つ以上のコールを切断するには、次の手順を実行します。 

1. 「コール（Calls）」ページ（[ステータス（Status）] > [コール（Calls）]）に移動します。 

2. コールシリアル番号やコールタグなどのコールの詳細情報を確認するには、[表示（View）] をクリックします。ブ

ラウザの [戻る（back）] ボタンをクリックして「コール（Calls）」ページに戻ります。 

3. 終了するコールの横にあるボックスをオンにし、[切断（Disconnect）] をクリックします。 

Expressway がクラスタの一部である場合は、コールが関連付けられているピアにログインし、コールを切断できるように

する必要があります。 

CLI を使用したコールの切断 

CLI を使用して既存のコールを終了するには、まずコール ID 番号か、またはコールのシリアル番号を取得する必要があり

ます（「コールの識別（212 ページ）」を参照してください）。次に、必要に応じて次のコマンドのいずれかを使用します。 
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 xCommand DisconnectCall Call: <ID number> 

 xCommand DisconnectCall CallSerialNumber: <serial number> 

切断するコールの参照にコール ID 番号を使用するほうが簡単ですが、その間にそのコールが切断され、コール ID が新しい

コールに割り当てられているというリスクがあります。そのため、Expressway では、より長くても一意のコールシリアル

番号を使用してコールを照会することもできます。 

コールを切断すると、そのコールシリアル番号のコールのみが切断されます。コールタグが同じでコールシリアル番号が異

なる他のコールは影響されない場合があります。 

SIP コールの切断時の制限 

コールの切断は、プロトコルの動作の違いにより、H.323 コールと SIP コールでは異なる方法で動作します。 

H.323 コールでインターワーキングしているコールでは、Disconnect コマンドでコールが実際に切断されます。 

SIP コールでは、Disconnect コマンドによって Expressway はそのコールに使用したすべてのリソースを解放します。こ

れで、コールは Expressway 上で切断されたように見えます。ただし、この時点でも、エンドポイントはコール中であると

見なします。SIP コールはピアツーピアであり、Expressway は SIP プロキシであるため、エンドポイントに権限がありま

せん。Expressway 上のリソースを解放すると、次にエンドポイントから Expressway へのシグナリングが発生した場合は、

Expressway は「481 コール/トランザクションは存在しません（481 Call/Transaction Does Not Exist）」と応答してエン

ドポイントがコールをクリアします。 

SIP セッションタイマーをサポートするエンドポイント（RFC 4028 を参照）にはコールリフレッシュタイマーがあり、切

断されたコール（エンドポイント間でのシグナリングの消失）を検出することができます。エンドポイントは、次のセッシ

ョンタイマーメッセージの交換後にリソースを解放します。 

http://tools.ietf.org/html/rfc4028
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帯域幅制御 

ここでは、ローカルゾーン内のコールとほかのゾーンへのコールに使用する帯域幅の制御方法について説明します（[設定

（Configuration）] > [ローカル ゾーン（Local Zone）]と[設定（Configuration）] > [帯域幅（Bandwidth）]）。 

帯域幅制御について ............................................................................................................ 215 

帯域幅制御の設定 ............................................................................................................... 216 

サブゾーンについて ............................................................................................................ 217 

リンクとパイプ ................................................................................................................... 223 

帯域幅制御の例 ................................................................................................................... 226 

帯域幅制御について 
Expressway では、ネットワーク上のエンドポイントが使用する帯域幅の量を制御できます。それには、エンドポイントを

サブゾーンにグループ化し、リンクとパイプを使用して、次で使用できる帯域幅の制限を適用します。 

 各サブゾーン内 

 サブゾーンと別のサブゾーン間 

 サブゾーンとゾーン間 

帯域幅の制限は、コール単位や総同時使用量ベースで設定できます。この柔軟性によって、ネットワーク内の個々のコンポ

ーネントの帯域幅制御を適切に設定することができます。 

リンクが正しく設定されていないと、コールは失敗します。コールが成功するかどうか、およびどのような帯域幅がそのコ

ールに割り当てられるかについては、xCommand CheckBandwidth コマンドを使用して確認できます。 

クラスタ内のピア間での帯域幅の管理方法に関する特定の情報については、「ピア間での帯域幅の共有（162 ページ）」を

参照してください。 

ネットワークの配置例 

次の図に、通常のネットワークの配置例を示します。 

 高帯域幅コールが許可される場合の企業とインターネット間のブロードバンド LAN 

 インターネットへの帯域幅が制限されたパイプ（パイプ A） 

 それぞれが独自のインターネット接続と制限付きのパイプを持つ 2 つのサテライトオフィスである支社とホーム。 

この例では、エンドポイントの各プールには異なるサブゾーンが割り当てられています。そのため、各サブゾーン内および

サブゾーン間で使用される帯域幅には、インターネット接続を介して使用可能な帯域幅の量に基づいて適切な制限を適用す

ることができます。 

http://www.cisco.com/
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帯域幅制御の設定 

[帯域幅の設定（Bandwidth configuration）]ページ（[設定（Configuration）] > [帯域幅（Bandwidth）] > [設定

（Configuration）]）を使用して、帯域幅の指定がないコールを受信した場合と、現在使用可能な帯域幅以上を要求するコ

ールを受信した場合の Expressway の動作を指定します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

デフォルトのコール帯

域幅（kbps）

（Default call 

bandwidth (kbps)） 

帯域幅の値がコールを発信したシステムによって指定されてい

ないコールに使用する帯域幅。 

また、H.323 インターワーキングコールに SIP で使用する最小

帯域幅も定義します。 

この値は空にできません。デフォルト値は 384 kbps です。 

通常、コールが発信されると、エ

ンドポイントはそのコールが使用

する帯域幅の量を要求に組み込み

ます。 

コールモード単位のダ

ウンスピード

（Downspeed per 

call mode） 

サブゾーンまたはパイプでのコール単位の帯域幅の制限が要求

されたレートでコールを発信するために使用できる帯域幅が不

足していることが示された場合にどのように動作するかを決定

します。 

[オン（On）]：コールはダウンスピードされます。 

[オフ（Off）]：コールは発信されません。 

  

Downspeed ト 

ータルモード

（Downspeed  

total mode） 

サブゾーンまたはパイプでの総帯域幅の制限が要求されたレー

トでコールを発信するために使用できる帯域幅が不足している

ことが示された場合にどのように動作するかを決定します。 

[オン（On）]：コールはダウンスピードされます。 

[オフ（Off）]：コールは発信されません。 
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ダウンスピード機能について 

帯域幅制御を使用している場合、要求されたレートでコールを発信するために使用できる帯域幅が不足している場合があり

ます。デフォルトでは（および一部の帯域幅がまだ使用できることを想定すると）、Expressway は帯域幅を縮小してコー

ルの接続を試行します。これをダウンスピードと呼びます。 

ダウンスピードは、次のシナリオのいずれか、または両方に適用できるように設定できます。 

 コールが要求する帯域幅がサブゾーンまたはパイプのコール単位の最低限度を超過している 

 要求された帯域幅でコールを発信すると、そのサブゾーンまたはパイプの総帯域幅の制限を超過する 

ダウンスピードはオフにできます。オフにすると、元々要求されたレートでコールを発信するには帯域幅が不足している場

合、コールはまったく発信されません。ネットワークのキャパシティに近づいている場合に、要求よりも遅い速度で接続す

るよりも、コールの接続を全面的に失敗させるためにこれを使用することができます。このような場合、エンドポイントユ

ーザは検索を開始したシステムに応じて、次のメッセージのいずれかを受け取ります。 

 「コールキャパシティを超過しています（Exceeds Call Capacity）」 

 「ゲートキーパーにリソースが使用できません（Gatekeeper Resources Unavailable）」 

サブゾーンについて 

ローカルゾーンはサブゾーンから構成されています。サブゾーンを使用してネットワークのさまざまな部分で使用される帯

域幅を制御し、Expressway の登録、認証、およびメディア暗号化のポリシーを制御します。 

エンドポイントが Expressway に登録されると、エンドポイントの IP アドレス範囲またはエイリアスパターンマッチに基

づき、サブゾーンメンバーシップルールによって決定された適切なサブゾーンに割り当てられます。 

サブゾーンは、[サブゾーン（Subzones）]ページ（[設定（Configuration）] > [ローカル ゾーン（Local Zone）] > [サブ

ゾーン（Subzones）]）で作成し、設定できます。 

Expressway は、次の削除できない特別なサブゾーンを自動的に作成します。 

 デフォルトサブゾーン 

 トラバーサルサブゾーン 

 クラスタサブゾーン（Expressway がクラスタの場合) 

Expressway は、デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン（およびデフォルトゾーン）が作成され、それらの間に

リンクが設定されて出荷されます。Expressway をクラスタに追加した場合、クラスタサブゾーンへのデフォルトのリンク

も自動的に確立されます。これらのデフォルトリンクは、ネットワークの制限のモデル化が必要な場合に、削除したり、修

正したりできます。 

トラバーサル サブゾーンについて 

トラバーサルサブゾーンは概念的なサブゾーンです。トラバーサルサブゾーンにはエンドポイントを登録できません。この

ゾーンはトラバーサルコールが使用する帯域幅を制御する目的のみに使用します。 

「トラバーサル サブゾーン（Traversal Subzone）」ページ（[設定（Configuration）] > [ローカル ゾーン（Local 

Zone）] > [トラバーサル サブゾーン（Traversal Subzone）]）では、トラバーサルサブゾーンで処理するコールに帯 

域幅の制限を適用したり、トラバーサルコールのメディアに使用するポートの範囲を設定したりできます。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Reference/traversal_calls.htm
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帯域幅の制限の設定 

すべてのトラバーサルコールがトラバーサルサブゾーンを通過します。そのため、トラバーサルサブゾーンに帯域幅の制限

を適用することで、常時 Expressway によって実行されるメディアの処理量を制御できます。これらの制限は、同時総使用

量ベースとコール単位ベースで適用できます。 

詳細については、「サブゾーンに帯域幅制限を適用（222 ページ）」を参照してください。 

トラバーサル サブゾーン ポートの設定 

[設定（Configuration）] > [ローカル ゾーン（Local Zone）] > [トラバーサル サブゾーン（Traversal Subzone）]）で、

トラバーサルコール内のメディアに使用するポートの範囲を設定できます。 

使用可能な範囲 

1024 ～ 65533 の範囲内であればメディアポートの範囲をどこにでも定義できます[トラバーサルメディアポートの開始

（Traversal media port start）]は偶数、[トラバーサルメディアポートの終了（Traversal media port end）]は奇数にする必要

があります。これは、ポートはペアで割り当てられており、各ペアに最初に割り当てられるポートが偶数であるためです。 

範囲の広さ 

単一のトラバーサルコールには最大 48 のポートが必要です。そうすることで、小規模/中規模システムでは最大 75 の同時

発生トラバーサルコール（M5 ベース）、中規模システムで 100、大規模システムで最大 500 の同時発生コールを処理で

きます。デフォルトの範囲は 48*500 = 24000 ポートになります。 

範囲を縮小する場合は、ライセンス供与済みのリッチメディアセッション数ごとに公称 48 のポートを満たすには範囲が十

分でない場合は、Expressway のアラームが発生することに注意してください。新しいライセンスを追加した場合は、再度

範囲の拡大が必要になる場合があります。 

各コールに 48 のポートが必要な理由 

コール単位の最大割り当て済みポートの公称数 = 割り当てごとのポートの最大数 x 割り当てインスタンスの最大数これに

より 8 * 6 = 48 となり、これらの数は次のように導くことができます。 

各コールには最大で 5 つのタイプ（ビデオ（RTP/RTCP）、音声（RTP/RTCP）、セカンド/デュオビデオ（RTP/RTCP）、

プレゼンテーション（BFCP）、相手側のカメラ制御（H.224））のメディアがあります。これらすべてのメディアタイプ

がコールに含まれている場合、コールには 8 つのポート、つまり、3 つの RTP/RTCP ペアのポート、BFCP 用に 1 つのポ

ート、H.224 用に 1 つのポートが必要です。 

各コールには少なくとも 2 つのレッグ（Expressway へのインバウンドと Expressway からのアウトバウンド）があり、2 

つのポート割り当てのインスタンスが必要です。コールが B2BUA を介してルーティングされる場合は、さらに 4 つの割り

当てのインスタンスが必要になります。この場合、ポートは次のポイントで割り当てられます。 

1. 送信元からローカルプロキシへのインバウンド 

2. ローカルプロキシからローカル B2BUA へのアウトバウンド 

3. ローカルプロキシからローカル B2BUA へのインバウンド 

4. ローカル B2BUA からローカルプロキシへのアウトバウンド 

5. ローカル B2BUA からローカルプロキシへのインバウンド 

6. ローカルプロキシから宛先へのアウトバウンド 
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図 15    メディアトラバーサルコールの最大ポート割り当て 

 

実際には、同時発生トラバーサルコールの最大数に到達せず、すべてのコールを B2BUA を通じてルーティングせず、すべ

てのコールに可能なタイプのすべてのメディアを含めることはないと考えられます。ただし、この極端なケースに対応する

デフォルトの範囲を定義して、総ポート要件が指定したポート範囲を超える可能性がある場合に Expressway はアラームを

生成します。 

デフォルトの範囲 

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）] 

> [ローカル ゾーン（Local Zones）] > [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）]が[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）。 

注：[設定済みの逆多重化ポートを使用（Use configured demultiplexing ports）] 設定を変更するには、システムを再起

動して変更を有効にする必要があります。 

デフォルト サブゾーンの設定 

「デフォルト サブゾーン（Default Subzone）」ページ（[設定（Configuration）] > [ローカルゾーン（Local Zone）] > 

[デフォルトサブゾーン（Default Subzone）]）を使用して、デフォルトサブゾーン内のエンドポイントを含むコールに帯

域幅の制限を適用したり、デフォルトサブゾーンの登録、認証、およびメディア暗号化のポリシーを指定したりできます。 

エンドポイントを Expressway に登録すると、その IP アドレスとエイリアスがサブゾーンのメンバーシップと照合して確

認されて、適切なサブゾーンに割り当てられます。サブゾーンを作成していない場合、あるいはエンドポイントの IP アド

レスまたはエイリアスがサブゾーンのメンバーシップルールに一致しない場合は、デフォルトサブゾーンに割り当てられま

す（これは、デフォルトサブゾーンの登録ポリシーと認証ポリシーによります）。 

すべてのエンドポイント間で帯域幅を均等に使用できる場合にのみ、（手動で作成された他のサブゾーンがない）デフォル

トサブゾーン自体を使用してください。ローカルゾーンに異なる帯域幅の制限を持つ複数の異なるネットワークが含まれて

いる場合は、ネットワークの異なる部分ごとに個別にサブゾーンを設定する必要があります。 

デフォルトサブゾーンの設定オプション 

デフォルトサブゾーンは他の手動で作成したサブゾーンと同様に設定できます。 

サブゾーンの設定 

「サブソーン（Subzones）」ページ（[設定（Configuration）] > [ローカル ゾーン（Local Zones）] > [サブゾーン

（Subzones）]）には、Expressway に設定したすべてのサブゾーンのリストが表示されます。このページでは、サブゾー

ンを作成、編集、削除できます。各サブゾーンについては、設定されているメンバーシップルールの数、現在登録されてい

るデバイスの数、および現在使用中のコールの数と帯域幅が表示されます。最大 1000 のサブゾーンを設定できます。 
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サブゾーンを設定した後、サブゾーンメンバーシップルールをセットアップして、デフォルトサブゾーンにデフォルトで設

定されるのではなく、Expressway への設定時にエンドポイントデバイスを割り当てるサブゾーンを制御します。 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド/セ

クション 

説明 

登録ポリシー

（Registration 

policy） 

エンドポイントを Expressway に登録すると、その IP アドレスとエイリアスがサブゾーンのメンバーシッ

プと照合して確認されて、適切なサブゾーンに割り当てられます。サブゾーンを作成していない、あるい

はエンドポイントの IP アドレスまたはエイリアスがメンバーシップルールのいずれにも一致しない場合

は、デフォルトサブゾーンに割り当てられます。 

エンドポイントを Expressway に登録可能かどうかを制御するために登録制限ポリシーを使用するほか

に、サブゾーンメンバーシップルールを使用して割り当てられた登録を受け入れるかどうかについて、 

サブゾーンの登録ポリシーも設定する必要があります。 

これにより、登録ポリシーを設定するときの柔軟性が高まります。たとえば、次のことを実行できます。 

 IP アドレスのサブネットに基づく登録の拒否。これを行うには、IP アドレスのサブネット範囲に 

基づいて関連するメンバーシップでサブゾーンを作成してから、登録を拒否するようにそのサブ 

ゾーンを設定します。 

 登録を拒否するようにデフォルトサブゾーンを設定する。これにより、サブゾーンメンバシップル

ールのいずれにも一致しないためにデフォルトサブゾーンに分類される登録要求が拒否されます。 

登録要求は、サブゾーンメンバーシップとサブゾーン登録ポリシーのルールが適用される前に、登録制限

ポリシールールを満たす必要があります。 

認証ポリシー

（Authenticati

on policy） 

[認証ポリシー（Authentication policy）] の設定は、デフォルトサブゾーンへの着信メッセージを 

Expressway がどのように処理するかを制御します。詳細については、「認証ポリシーの設定オプション

（110 ページ）」を参照してください。 

メディア暗号化

モード（Media 

encryption 
mode） 

[メディア暗号化モード（Media encryption mode）]の設定では、サブゾーンを通過する SIP コール用のメ

ディア暗号化機能を設定します。詳細については、「メディア暗号化ポリシーの設定（122 ページ）」を

参照してください。 

H.323 が有効になっていて、サブゾーンのメディア暗号化モードが[強制暗号化（Force encrypted）]また

は[強制暗号化解除（Force unencrypted）]の場合、このサブゾーンを通過する H.323 コールおよび SIP 

から H.323 のインターワーキングコールはこのモードを無視します。 

メディアに対す

る ICE サポート

（ICE support 

for media） 

ICE メッセージをこのサブゾーンのデバイスがサポートするかどうかを制御します。 

帯域幅制御

（Bandwidth 

controls） 

サブゾーンを設定するときに帯域幅の制限を次のように適用できます。 

 サブゾーン内の 2 つのエンドポイント間の個々のコール 

 サブゾーン内のエンドポイントとそのサブゾーン外の別のエンドポイント間の個々のコール 

 サブゾーン内のエンドポイントで送受信するコールの総数 

帯域幅の制限の設定方法と管理方法については、「サブゾーンへの帯域幅の制限の適用（222 ページ）」

を参照してください。 
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サブゾーン メンバーシップ ルールの設定 

「サブゾーン メンバーシップ ルール（Subzone membership rules）」ページ（[設定（Configuration）] > [ローカル ゾ

ーン（Local Zone）] > [サブゾーン メンバーシップ ルール（Subzone membership rules）]）を使用して、Expressway 

に登録するときにエンドポイントに割り当てるサブゾーンをデバイスのアドレスに基づいて決定するルールを設定します。 

このページには、Expressway に設定されているすべてのサブゾーンメンバーシップルールのリストが表示されるため、ル

ールを作成、編集、削除、有効化、および無効化することができます。ルールのプロパティは次のとおりです。 

 ルールの名称と説明 

 プライオリティ 

 サブネットまたはエイリアスのパターンマッチング設定 

 このルールを満たすアドレスを持つエンドゾーンに割り当てられるサブゾーン 

エンドポイントの IP アドレスまたは登録エイリアスがメンバーシップルールのいずれにも一致しない場合は、デフォルト

サブゾーンに割り当てられます。 

最大 3000 のサブゾーンメンバーシップルールを設定できます。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

ルール名（Rule 

name） 

メンバーシップルールの記述名。   

説明 ルールの任意の自由形式の説明 リストのルールの上にマウスポインタを置いた場合

に説明がツールチップとして表示されます。 

プライオリティ

（Priority） 

エンドポイントのアドレスが複数のルールを満たす

場合に、ルールを適用する順序（および、そのため

に、エンドポイントを割り当てるサブゾーン）。 

最も高いプライオリティ（1、2、3 の順）を持つル

ールが最初に適用されます。複数のサブネットルー

ルが同じプライオリティの場合、最も大きなプレフ

ィックス長を持つルールが最初に適用されます。エ

イリアスパターンマッチルールで同じプライオリテ

ィのものは、設定順に検索されます。 

タイプ（Type） 
デバイスのアドレスの確認方法を決定します。 

[サブネット（Subnet）]：IP アドレスが設定した IP 

アドレスサブネットに含まれる場合は、デバイスを

割り当てます。 

[エイリアスパターンマッチ（Alias pattern 

match）]：エイリアスが設定したパターンと一致す

る場合は、デバイスを割り当てます。 

たとえば、ダイナミック IP アドレスの在宅ワーカ

ーにとってパターンマッチングは便利です。継続的

にサブネットを更新して割り当てられているものと

一致させるのではなく、在宅ワーカーのエイリアス

と一致させることができます。 

サブネットアドレ

ス（Subnet 

address）とプレ

フィックス長

（Prefix length） 

これら 2 つのフィールドで、このサブゾーンに属す

る IP アドレスの範囲を決定します。 

[アドレス範囲（Address range）]フィールドに

は、[サブネットアドレス（Subnet address）]と 

[プレフィックス長（Prefix length）]の組み合わせ

に基づいてこのサブゾーンに割り当てる IP アドレ

スの範囲が表示されます。 

[タイプ（Type）]が [サブネット（Subnet）] の場

合にのみ適用されます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

パターンタイプ

（Pattern type） 

適用するルールで、パターン文字列をどのようにエ 

イリアスと照合するか。次のオプションがあります。 

[完全一致（Exact）]：文字列全体がエイリアスと 1  

文字も違うことなく完全に一致する必要があります。  

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表 

示される必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表 

示される必要があります。 

[正規表現（Regex）]：文字列を正規表現として処

理します。 

[タイプ（Type）]が[エイリアスパターンマッチ

（Alias pattern match）]の場合にのみ適用さ 

れます。 

パターン文字列

（Pattern 

string） 

エイリアスと比較するパターン。 [タイプ（Type）]が[エイリアスパターンマッチ

（Alias pattern match）] の場合にのみ適用さ 

れます。 

ターゲットサブ 

ゾーン（Target 

subzone） 

アドレスがこのルールを満たす場合にエンドポイン

トを割り当てるサブゾーン。 

  

状態（State） ルールが有効になっているかどうかを示します。 この設定を使用して設定変更をテストしたり、特 

定のルールを一時的に無効にします。ルールリス 

トには無効にしたルールが表示されますが、無視 

されます。 

 

サブゾーンへの帯域幅の制限の適用 

帯域幅の制限は、デフォルトサブゾーン、トラバーサルサブゾーン、および手動で設定されたすべてのサブゾーンに適用で

きます。適用する制限はサブゾーンのタイプに応じて、次のように異なります。 

制限事項 説明 適用対象 

合計（Total） サブゾーン内のすべてのエンドポイントが常に使用する総同時 

帯域幅を制限します。トラバーサルサブゾーンの場合、これは 

すべての同時発生トラバーサルコールに使用できる最大帯域幅 

になります。 

デフォルトサブゾーン 

トラバーサルサブゾーン 

手動で設定されたサブゾーン 

完全に内部のコー

ル（Calls entirely 

within...） 

サブゾーン内の 2 つのエンドポイント間の個々のコールの帯域 

幅を制限します。 

デフォルトサブゾーン 

手動で設定されたサブゾーン 

送受信コール

（Calls into or 

out of...） 

サブゾーン内のエンドポイントと別のサブゾーンまたはゾーン 

内のエンドポイント間の個々のコールの帯域幅を制限します。 

デフォルトサブゾーン 

手動で設定されたサブゾーン 

処理対象のコール

（Calls handled 

by...） 

個々のトラバーサルコールに使用できる最大帯域幅。 トラバーサルサブゾーン 

 

上記のすべての制限に対して、[帯域幅の制限（Bandwidth restriction）]の設定には次の影響があります。 

 [帯域幅なし（No bandwidth）]：帯域幅を割り当てず、そのためにコールは発信されません。 

 [制限付き（Limited）]：制限が適用されます。対応する帯域幅（kbps）フィールドに値を入力する必要があります。 

 [無制限（Unlimited）]：使用される帯域幅の量に制限は適用されません。 
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1 つの特定のサブゾーンとそのほかすべてのサブゾーンまたはゾーン間で使用できる帯域幅を設定する場合は、サブゾーン

の帯域幅の制限を使用します。 

1 つの特定のサブゾーンと別の特定のサブゾーンまたはゾーン間で使用できる帯域幅を設定する場合は、パイプを使用します。 

帯域幅の設定で複数のタイプの帯域幅の制限がコールに適用されている場合（たとえば、サブゾーンの帯域幅の制限とパイ

プの制限がある場合）、そのコールには常に最も低い制限値が適用されます。 

帯域幅のさまざまな制限の管理方法 

同じリンクにさまざまな帯域幅の制限が適用されている場合、コールのルーティングや帯域幅の制限を考慮すると、常に最

も低い制限値が使用されます。 

たとえば、サブゾーン A のコール単位の相互帯域幅は 128 であるとします。これは、サブゾーン A と他のサブゾーンまた

はゾーン間のコールは 128 kbps に制限されることを意味します。ただし、サブゾーン A にはそのゾーンとサブゾーン B 

との間に設定されたリンクがあります。このリンクは制限が 512 kbps のパイプを使用しています。この場合、パイプのキ

ャパシティのほうが大きくても、低いほうの制限値の 128 kbps がこの 2 つの間のコールに適用されます。 

この逆の場合で、サブゾーン A のコール単位の相互帯域幅制限が 512 kbps で、サブゾーン B へのリンクに 128 kbps の

パイプがある場合、この 2 つのサブゾーン間のコールも 128 kbps に制限されます。 

トラバーサルコールの帯域幅消費 

同じサブゾーン内の 2 つのエンドポイント間の非トラバーサルコールは、そのサブゾーンからそのコールの帯域幅の量を消

費します。 

同じサブゾーン内の 2 つのエンドポイント間のトラバーサルコールは、すべてのトラバーサルコールと同様に、トラバーサ

ルサブゾーンを通過する必要があります。これは、このようなコールは発信元のサブゾーンの同時割り当ての合計、つまり、

サブゾーンからトラバーサルサブゾーンへのコールで 1 回と、トラバーサルサブゾーンから発信元のサブゾーンへのコール

にもう 1 回で、コールの帯域幅の 2 倍に等しくなる帯域幅の量を消費します。さらに、このコールはトラバーサルサブゾ

ーンを通過するため、コールと等しい量の帯域幅をトラバーサルサブゾーンから消費します。 

リンクとパイプ 

リンクの設定 

リンクはローカルサブゾーンを他のサブゾーンやゾーンと接続します。コールを発信するには、関与するエンドポイントが

それらの間にリンクのあるサブゾーンまたはゾーンにそれぞれ存在している必要があります。リンクは直接である必要はあ

りません。2 つのエンドポイントが 1 つ以上の中間サブゾーンを介してリンクされている場合もあります。 

リンクを使用して、ネット上へのコールのルーティング方法や、どのゾーンおよびサブゾーンが関与するか、および使用可

能な帯域幅の量を計算します。複数のルートが考えられる場合、Expressway はもっとのリンクの少ないルートを使用して、

帯域幅計算を実行します。 

「リンク（Links）」ページ（[設定（Configuration）] > [帯域幅（Bandwidth）] > [リンク（Links）]）に既存のすべて

のリンクのリストが表示されます。このページでは、リンクを作成、編集、削除できます。 

次の情報が表示されます。 
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フィールド 説明 

名前（Name） 各リンクの名前。自動的に作成されたリンクは、リンクが間にあるノードに基づいて名前が付け 

られます。 

ノード 1（Node 1）

とノード 2 

（Node 2） 

トラバーサルサブゾーンとリンクが間にあるゾーン。 

2 つのサブゾーン、またはリンクが間にある 1 つのサブゾーンと 1 つのゾーン。 

パイプ 1（Pipe 1）と

パイプ 2（Pipe 2） 

帯域幅の制限をリンクに適用するために使用したパイプ。詳細については、「リンクにパイプを適 

用（225 ページ)」を参照してください。パイプを適用するには、「パイプ（Pipes）」ページを使用

して、最初にパイプを作成する必要があります。 

コール（Calls） 現在リンクを通過しているコールの総数を表示します。 

使用済み帯域幅

（Bandwidth used） 

リンクを通過しているすべてのコールによって現在消費されている帯域幅の総量を表示します。 

 

最大 3000 のリンクを設定できます。一部のリンクはサブゾーンまたはゾーンが作成されたときに自動的に作成されます。 

デフォルト リンク 

サブゾーンにリンクが設定されていない場合、そのサブゾーン内のエンドポイントは同じサブゾーン内の他のエンドポイン

トにのみコールできます。そのため、Expressway は一連のリンクを事前に設定して出荷されており、また、新しいサブゾ

ーンを作成するたびに新しいリンクが自動的に作成されます。 

事前設定されているリンク 

Expressway はデフォルトサブゾーン、トラバーサルサブゾーン、およびデフォルトゾーンがすでに作成された状態で出荷

され、それらの間にデフォルトのリンクの DefaultSZtoTraversalSZ、DefaultSZtoDefaultZ、および 

TraversalSZtoDefaultZ も設定されています。Expressway がクラスタ内にある場合は、デフォルトサブゾーンとクラスタ

サブゾーンの間に追加のリンクである DefaultSZtoClusterSZ も確立されています。 

これらのデフォルトリンクは、設定済みのリンクを手動で編集するのと同じように編集できます。これらのリンクのいずれ

かが削除されていた場合は、次のいずれかで再度作成できます。 

 Web インターフェイスを使用して手動で作成 

 CLI コマンドの xCommand DefaultLinksAdd で自動的に作成 

自動的に作成されたリンク 

新しいサブゾーン、またはゾーンが作成されるたびに、リンクは次のように自動的に作成されます。 

新しいゾーン/サブゾーンのタイプ デフォルトリンクの作成先 

サブゾーン デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン 

ネイバーゾーン デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン 

DNS ゾーン デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン 

ENUM ゾーン デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン 

トラバーサルクライアントゾーン トラバーサルサブゾーン 

トラバーサルサーバゾーン トラバーサルサブゾーン 

 

事前に設定されたデフォルトのリンクとともに、これらのリンクによって、デフォルトでは新しいサブゾーンまたはゾーン

には他のすべてのサブゾーンやゾーンとの接続が保証されます。これらのデフォルトリンクはいずれも、名前を変更したり、

削除したり、修正したりできます。 

注：リンクが正しく設定されていないと、コールは失敗します。コールが成功するかどうか、およびどのような帯域幅がそ

のコールに割り当てられるかについては、CLI コマンドの xCommand CheckBandwidth を使用して確認できます。 
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パイプの設定 

パイプを使用して、特定のサブゾーンとゾーン間のコールで使用する帯域幅の量を制御します。常に使用される総同時帯域

幅や、個々のコールに使用される帯域幅に制限を適用できます。 

これらの制限を適用するには、まずパイプを作成してから、必要な帯域幅の制限を使用して設定します。次に、リンクを設

定するときに、1 つ以上のリンクにパイプを割り当てます。リンクを使用したコールには、それらに適用されたパイプの帯

域幅の制限が適用されます。詳細については、「リンクにパイプを適用（225 ページ）」を参照してください。 

「パイプ（Pipes）」ページ（[設定（Configuration）] > [帯域幅（Bandwidth）] > [パイプ（Pipes）]）には、

Expressway に設定したすべてのパイプのリストが表示されます。このページでは、パイプを作成、編集、削除できます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

名前（Name） パイプの名前。 

総帯域幅（Total 

bandwidth） 

このパイプが適用されるすべてのリンク上のすべてのコールによって常に使用される総帯域 

幅の上限値。 

コール単位の帯域幅 

（Per call bandwidth） 

このパイプが適用されるリンクでの 1 回のコールの最大帯域幅。 

コール（Calls） パイプが適用されるすべてのリンクを現在通過しているコールの総数を表示します。 

使用済み帯域幅

（Bandwidth used） 

パイプが適用されるすべてのリンクを通過しているすべてのコールによって現在消費されて 

いる帯域幅の総量を表示します。 

 

最大 1000 のパイプを設定できます。 

帯域幅の制限の設定方法と管理方法については、「サブゾーンへの帯域幅の制限の適用（222 ページ）」を参照してください。 

リンクへのパイプの適用 

パイプを使用して、リンクの帯域幅を制限します。パイプをリンクに適用すると、リンクの 2 つのノード間で実行されてい

るコールの帯域幅を制限します。この制限はコールに双方向で適用されます。通常、単一のパイプが単一のリンクに適用さ

れます。ただし、ネットワークをどのようにモデル化するかによっては、1 つ以上のパイプを 1 つ以上のリンクに適用する

こともできます。 

1 つのパイプ、1 つのリンク 

単一のパイプを単一のリンクに適用すると、サブゾーンと別の特定の座部ゾーンまたはゾーン間のコールに特定の制限を適

用する場合に便利です。 

1 つのパイプ、複数のリンク 

各パイプを複数のリンクに適用できます。あるサイトが別の複数のサイトとインターネットへの同じブロードバンド接続を

通じて通信する状況のモデル化にこれを使用します。パイプはブロードバンド接続を表すように設定してから、すべてのリ

ンクに適用する必要があります。これにより、そのサイトで発着信するコールに帯域幅のオプションを設定できます。 

次の図では、パイプ A が 2 つのリンクが適用されています。1 つはデフォルトサブゾーンとホームオフィスサブゾーン間

のリンクで、もう 1 つはデフォルトサブゾーンと支社のサブゾーン間のリンクです。この場合、パイプ A は本社のインタ

ーネットへのブロードバンド接続を表し、総量とコール単位の制限が適用されることになります。 
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2 つのパイプ、1 つのリンク 

各リンクにはそれに関連付けられた最大 2 つのパイプがある場合があります。たとえば、インターネットへの独自のブロ

ードバンド接続をそれぞれ持っている 2 つのサイトなど、リンクの 2 つのノードが直接接続されていない場合に、これを

使用します。各接続には独自のパイプが必要です。つまり、2 つのノード間のリンクは、両方のパイプの帯域幅制限の対象

となります。 

次の図では、デフォルトのサブゾーンとホームオフィスのサブゾーン間のリンクには、関連付けられている 2 つのパイプが

あります。パイプ A はインターネットへの本社のブロードバンド接続を表し、パイプ B はインターネットへのホームオフ

ィスのダイヤルアップ接続を表しています。各パイプには最大キャパシティを表すために適用されている帯域幅の制限があ

ります。このリンクを介して行われるコールには、2 つの帯域幅の制限のうち低いほうが適用されます。 

 

帯域幅制御の例 

ファイアウォールなし 

次の例では、地理的に離れた 3 つのオフィス、本社、支社、ホームオフィスがあります。本社のすべてのエンドポイントは 

Expressway-C に登録されており、支社とホームオフィスも同様です。 

3 つのオフィスそれぞれは、Expressway 上では、ローカルポリシーに従って設定された帯域幅を持つ個別のサブゾーンと

して示されます。 

企業のインターネットへのリース回線接続と、リモートオフィスへの DLS 接続は個別のパイプとしてモデル化されて 

います。 

このシナリオではファイアウォールは含まれていません。したがって、それぞれのオフィス間に直接リンクを設定できます。

次に、各リンクには、リンクの両端のオフィスのインターネット接続を表す 2 つのパイプを割り当てます。 

このシナリオでは、ホームオフィスと支社間のコールはホームと支社のサブゾーンの帯域幅と、本社と支社のパイプ（パイ

プ B とパイプ C）の帯域幅を消費します。本社の帯域幅予算にはこのコールによる影響はありません。 
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アプリケーション 

ここでは、Expressway の[アプリケーション（Applications）]メニューで使用できる追加サービスのそれぞれについて説

明します。 

Conference Factory の設定 ............................................................................................... 229 

プレゼンス ......................................................................................................................... 231 

B2BUA（バックツーバックユーザエージェント）の概要 .................................................... 236 

FindMe™ ........................................................................................................................... 247 

Cisco TMS プロビジョニング（FindMe を含む） ............................................................... 250 

ハイブリッドサービスとコネクタの管理 ............................................................................. 252 

http://www.cisco.com/
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Conference Factory の設定 

「Conference Factory」ページ（[アプリケーション（Applications）] > [Conference Factory]）では、Conference 

Factory アプリケーションを有効化または無効化することができ、使用するエイリアスとテンプレートを設定できます。 

Conference Factory アプリケーションを使用して、Expressway は Multiway 対応のエンドポイントと会議ブリッジに従っ

て Multiway 機能をサポートします（『Cisco TelePresence Multiway 導入ガイド』を参照してください）。Multiway は、

エンドポイントにこの機能が組み込まれていない場合でも、コール中にエンドポイントのユーザが会議を作成できます。 

Multiway をサポートするシスコのエンドポイントとインフラストラクチャ製品の最新のリストについては、シスコの担当

者にお問い合わせください。 

会議の作成プロセス 

Multiway 機能をエンドポイントからアクティブ化すると、次のプロセスが行われます。 

1. エンドポイントが Expressway 上の Conference Factory にルーティングするように事前に設定されたエイリアス

をコールします。 

2. Expressway はエンドポイントが Multiway 会議に使用する必要があるエイリアスでエンドポイントに応答します。

このエイリアスは MCU にルーティングします。 

3. 次に、エンドポイントは指定されたエイリアスを使用して MCU をコールし、他の参加エンドポイントに同じこと

を実行するように通知します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

モード（Mode） Conference Factory アプリケーショ

ンを有効または無効にします。 

  

エイリアス

（Alias） 

Multiway 機能がアクティブになった

ときにエンドポイントがダイヤルす

るエイリアス。これも、Multiway 機

能の開始に使用できるすべてのエン

ドポイントに設定する必要がありま

す。たとえば、

multiway@example.com などです。 

  

テンプレート

（Template） 

Multiway 会議を MCU に作成するた

めにダイヤルするよう Expressway 

がエンドポイントに通知するエイリ

アス。 

会議ごとに異なるエイリアスを指定するには、テンプレートの

一部として%%を使用する必要があります。%% は、

Expressway が新しい会議要求を受信するたびに一意の番号によ

って置換されます。 

番号範囲の開始/ 

終了（Number 

range start/end） 

会議エイリアスの生成に使用するテ

ンプレートの%%を置換する範囲の最

初と最後の数値。 

たとえば、テンプレートが 563%%@example.com で、範囲が

10 ～ 999 であるとします。最初の会議でエイリアスの

563010@example.com を、次の会議では 563011@example.com

を使用するといった具合に 563999@example.com まで使用しま

す。その後は 563010@example.com に戻り、最初からもう一度

使用します。（%% は、範囲の上限値の長さに基づき一定の桁

数を表し、必要に応じて先行ゼロが付きます。） 
 

 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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注： 

 Conference Factory アプリケーションが有効になっているネットワーク内の VCS のそれぞれで異なるテンプレー

トを使用する必要があります。Expressway がクラスタの一部である場合、クラスタ内のピアごとに異なるテンプ

レートを使用する必要があります。 

 テンプレートが生成するエイリアスは完全修飾 SIP であり、MCU にルーティングする必要があります。MCU はこ

のエイリアスを処理するように設定する必要があります。MCU では、Conference Factory アプリケーションをサ

ポートするためのその他の特別な設定は必要ありません。 

 [SIP モード（SIP mode）]を[オン（On）]（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP]）に設

定する必要があります。H.323 エンドポイントから Conference Factory へのコールを発信するには、[H.323 モー

ド（H.323 mode）]も[オン（On）]にし（[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）、

[H.323 <-> SIP 間のインターワーキングモード（H.323 <-> SIP interworking mode）]が[登録済みのみ

（Registered only）]または[オン（On）]に設定されていることを確認します（[設定（Configuration）] > [プロト

コル（Protocols）] > [インターワーキング（Interworking）]）。 

Multiway を導入環境で使用するようにネットワークの個々のコンポーネント（エンドポイント、MCU、および 

Expressway）を設定する方法の詳細については、『Cisco TelePresence Multiway 導入ガイド』を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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プレゼンス 

プレゼンスは、エンドポイントの現在のステータス（オフラインか、オンラインか、コール中かなど）について他のユーザ

に情報を提供するためのエンドポイントの機能です。プレゼンス情報を提供するエンティティやプレゼンス情報を要求でき

るエンティティをプレゼンティティと呼びます。プレゼンティティは、それ自体のプレゼンスステータスに関する情報をパ

ブリッシュするとともに、他のプレゼンティティや FindMe ユーザがパブリッシュしている情報をサブスクライブします。 

Jabber Video などのプレゼンスをサポートするエンドポイントは、独自のステータス情報をパブリッシュできます。また、

Expressway は、H.323 エンドポイントなどプレゼンスをサポートしないエンドポイントが URI 形式のエイリアスで登録さ

れている限り、それらに代わって基本的なプレゼンス情報を提供します。 

FindMe を有効になっている場合、Expressway は、FindMe ユーザに設定された各プレゼンティティが提供する情報を集

約することによって、その FindMe ユーザに関するプレゼンス情報も提供できます。 

Expressway 上のプレゼンスアプリケーションは SIP ベースの SIMPLE 標準規格をサポートします。このアプリケーション

は、2 つの個別のサービスから構成されます。具体的には、プレゼンスサーバとプレゼンスユーザエージェント（PUA）の 

2 つです。これらのサービスは個別に有効化/無効化できます。 

プレゼンスのステータスページには、プレゼンス情報を提供するプレゼンティティと、他のユーザに関するプレゼンス情報

を要求するユーザの情報が表示されます。ステータスページは次のように構成されています。 

 パブリッシャ（Publishers） 

 プレゼンティティ（Presentities） 

 サブスクライバ（Subscribers） 

1 つのプレゼンティティがサブスクライブできるのは最大 100 の他のプレゼンティのみであり、そのプレゼンティティを

サブスクライブできる他のプレゼンティティは最大 100 のみです。 

プレゼンスは、クラスタリングによってサポートされます。プレゼンス情報の管理方法に関する特定の情報については、

「クラスタとプレゼンス」を参照してください。 

プレゼンス サーバ 

Expressway 上のプレゼンスサーバは、その VCS が権限を持つ SIP ドメインのすべてのプレゼンティティのプレゼンス情

報の管理を担います。プレゼンスサーバはローカルに登録されているエンドポイントと、SIP プロキシ（別の Expressway 

など）を介して情報を受信したプレゼンティティの情報を管理できます。 

プレゼンスサーバは次のサービスから構成されますが、それらのすべてのサービスは、プレゼンスサーバが有効（または無

効）になったときに同時に有効（または無効）になります。 

 パブリケーションマネージャ：プレゼンティティに関するステータス情報を含む PUBLISH メッセージを受信し、そ

の情報をプレゼンスデータベースに書き込みます。PUBLISH はプレゼンス対応のエンドポイントとプレゼンスユー

ザエージェント（PUA）によって生成されます。 

 サブスクリプションマネージャ：プレゼンティティのステータスに関する情報を要求する SUBSCRIBE を処理しま

す。SUBSCRIBE メッセージを受信すると、サブスクリプションマネージャはそのプレゼンティティに関する情報の

要求をプレゼンティティマネージャに送信し、返された情報をサブスクライバに転送します。また、サブスクリプ

ションマネージャは、プレゼンティティのステータスが変更されたときにプレゼンティティマネージャから通知を

受信し、その情報をすべてのサブスクライバに送信します。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Status/publishers.html
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Status/presentities.html
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Status/subscribers.html
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 プレゼンティティマネージャ：プレゼンスデータベースへのインターフェイス。さまざまなデバイスによって提供

されたプレゼンス情報を集約して 1 つの特定のプレゼンティティに関する全体的なプレゼンスステータスを提供す

る必要がある場合に、FindMe や PUA などの Expressway 機能をサポートするために使用されます。プレゼンティ

ティに関する情報を求める要求をサブスクリプションマネージャから受信した場合、プレゼンティティマネージャ

はその特定のプレゼンティティに関連付けられたすべてのエンドポイントで使用可能な情報をプレゼンスデータベ

ースに照会します。次に、プレゼンティティマネージャはこの情報を集約してプレゼンティティの現在のステータ

スを決定し、それをサブスクリプションマネージャに返します。 

 プレゼンスデータベース：PUBLISH メッセージの形式で受信した現在のプレゼンス情報を格納します。また、

NOTIFY メッセージをプレゼンティティマネージャに送信し、変更があった場合にそれを通知します。 

プレゼンスとデバイスの認証 

プレゼンスサーバは、すでに認証されているプレゼンス PUBLISH メッセージのみ受け入れます。 

 Expressway によるプレゼンスメッセージの認証は、エンドポイントが登録されている場合にはデフォルトサブゾ

ーン（または関連する代替サブゾーン）上の認証ポリシー設定によって制御され（通常のケース）、エンドポイン

トが登録されていない場合はデフォルトゾーン上の認証ポリシー設定によって制御されます。 

 関連する [認証ポリシー（Authentication policy）]は、[クレデンシャルを確認する（Check credentials）]または[認

証済みとして扱う（Treat as authenticated）]のいずれかに設定されている必要があります。そうでなければ、

PUBLISH メッセージは失敗し、エンドポイントはそれぞれのプレゼンスステータスをパブリッシュできなくなります。 

詳細については、「プレゼンスと認証ポリシー」を参照してください。 

プレゼンス ユーザ エージェント（PUA） 

プレゼンスをサポートしないエンドポイントは、Expressway の代わりにパブリッシュされたステータスを持つことができ

ます。この情報をパブリッシュするサービスをプレゼンスユーザエージェント（PUA）と呼びます。 

PUA はローカル登録データベースとコールマネージャから情報を取得し、現在ローカルに登録されている各エンドポイン

トについて、それらがコール中かどうかを決定します。次に PUA はこのステータス情報を PUBLISH メッセージを介して

提供します。 

PUA がローカルに登録されているエンドポイントに関するプレゼンス情報を正常に提供するには、次のことが必要です。 

 エンドポイントが URI 形式のエイリアスを使用して登録されている必要があります。 

 プレゼンスサーバが有効になっている SIP レジストラに URI のドメインの部分のルーティングが可能である必要が

あります（これは、有効になっている場合にはローカルプレゼンスサーバか、リモートシステムの別のプレゼンス

サーバかのいずれかです）。 

PUA は有効になっている場合は、プレゼンスをすでにサポートしているエンドポイントを含め、Expressway に登録されてい

るすべてのエンドポイントについてのプレゼンス情報を生成します。PUA が提供するステータス情報は次のいずれかです。 

 オンライン（online）：登録されているが、コール中ではない 

 コール中（in call）：登録されており、現在コール中 

プレゼンス情報の集約 

PUA は有効になっている場合は、プレゼンスをすでにサポートしているエンドポイントを含め、Expressway に登録されて

いるすべてのエンドポイントについてのプレゼンス情報を生成します。ただし、プレゼンスをサポートするエンドポイント

は、退席中や応答不可など、より詳細な別のステータスも提供できます。そのため、プレゼンティティマネージャは PUA 

が提供する情報を次のように使用します。 
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 プレゼンス情報が PUA と別のもう 1 つのソースから提供される場合、PUA でないプレゼンス情報を常に PUA プレ

ゼンス情報よりも優先して使用します。これは、情報の別のソースがプレゼンティティ自体であり、その情報のほ

うがより正確であると考えられるためです。 

 プレゼンス情報が PUA と複数の別のソースから提供される場合、プレゼンスサーバはすべてのプレゼンティティか

らのプレゼンス情報を集約し、[オフライン（offline）]よりも[オンライン（online）]、[退席中（away）]よりも[コ

ール中（in call）]のほうに「高い関心」を示します。 

 エンドポイントに関する情報が、エンドポイント自体からも、PUA からもパブリッシュされていない場合、エンド

ポイントのステータスは [オフライン（offline）] になります。PUA が有効になっている場合、[オフライン

（offline）] のステータスは、エンドポイントが現在登録されていないことを示します。 

FindMe プレゼンス 

プレゼンティティマネージャが FindMe エイリアスの存在についての情報の要求を受信すると、その FindMe エイリアスを

構成している各エンドポイントのプレゼンス情報をルックアップします。次に、この情報を次のように集約します。 

 FindMe エイリアスが [個別（Individual ）]モードに設定され、その FindMe を構成しているエンドポイントのいず

れかがコール中の場合、FindMe プレゼンティティのステータスは [コール中（in call）] と報告されます。 

 FindMe エイリアスが [グループ（Group）]モードに設定され、エンドポイントにいずれかがオンライン（コール中

でもオフラインでもない）場合、FindMe プレゼンティティのステータスは [オンライン（online）] と報告されます。 

再登録更新期間 

PUA は、次を受信した時点でプレゼンス情報を更新し、パブリッシュします。 

 登録要求（新規登録の場合） 

 際登録更新（既存の登録の場合） 

 再登録要求 

 コールセットアップとクリアダウン情報 

非トラバーサル H.323 登録では、デフォルトの登録更新期間は 30 分です。つまり、PUA が既存の登録で VCS 上で有効に

なっている場合は、H.323 登録更新を受信し、[使用可能（available）] プレゼンス情報がそのエンドポイントにパブリッシ

ュされるまでに 30 分かかることがあります。 

また、H.323 エンドポイントが再登録メッセージを送信せずに使用できなくなった場合、そのステータスが [オフライン

（offline）] に変化するのに 30 分かかることがあります。H.323 エンドポイントのプレゼンス情報のパブリケーションを

よりタイムリーに行うには、H.323 登録更新期間を短縮する必要があります（[設定（Configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [H.323] > [ゲートキーパー（Gatekeeper）] > [存続期間（Time to live）]を使用します）。 

SIP のデフォルトの登録更新期間は 60 秒です。したがって、PUA が更新されたプレゼンス情報を SIP エンドポイントの代

わりにパブリッシュするのに 1 分もかかりません。 

プレゼンスの設定 

[プレゼンス（Presence）]ページ（[アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）]）を使用して、

Expressway 上のプレゼンスサービスを有効にし、設定できます。 

これらのサービスは、導入の特性に応じて、それぞれ個別に有効にしたり、無効にしたりできます。デフォルトでは両方と

も無効になっています。 

プレゼンスサービスを機能させるには、[SIP モード（SIP mode）] を有効にする必要があります。 
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プレゼンス ユーザ エージェント（PUA） 

PUA は、登録されているエンドポイントの代わりにプレゼンス情報を提供します。 

 [有効（Enabled）]：PUA が有効になっている場合、ローカルに登録されているすべてのエンドポイントがそれら自

体のプレゼンス情報もパブリッシュしているかどうかにかかわらず、それらのプレゼンス情報をパブリッシュしま

す。PUA によってパブリッシュされた情報は、エンドポイントのドメインとして機能しているプレゼンスサーバに

ルーティングされます。これは、ローカルプレゼンスサーバか、（これが無効になっている場合は、そのドメイン

に権限を持つ別のシステムのプレゼンスサーバである可能性があります。  

 [無効（Disabled）]：PUA が無効になっている場合、プレゼンスをサポートするエンドポイントのみがプレゼンス

情報をパブリッシュします。プレゼンスをサポートしないエンドポイントの情報は入手できません。 

また、[登録済みエンドポイントのデフォルトで公開されるステータス（Default published status for registered 

endpoints）]も設定できます。これは、「通話中」でないときの登録済みエンドポイントについてプレゼンスユーザエー

ジェントがパブリッシュしたプレゼンティティステータスです。オプションは [オンライン（Online）] と [オフライン

（Offline）] です。次の点に注意してください。 

 これが [オンライン（Online）] に設定されている場合、永続的に登録されているビデオエンドポイントと、それら

のエンドポイントが含まれている FindMe エンティティは永続的に [オンライン（Online）] と表示されます。 

 登録されていないエンドポイントのステータスは常に [オフライン（Offline）] と表示されます。 

 Lync クライアントでは [オンライン（Online）] ステータスは [使用可能（Available）] と表示されます。 

プレゼンス サーバ 

プレゼンスサーバは、Expressway が権限を持つ SIP ドメイン内のすべてのプレゼンティティのプレゼンス情報を管理 

します。 

 [有効（Enabled）]：ローカルプレゼンスサーバが有効になっている場合、ローカル Expressway が権限を持つ SIP 

ドメインを対象とする PUBLISH メッセージを処理します。ほかのすべての PUBLISH メッセージが、Expressway 

の SIP ルーティングルールに従ってプロキシ経由で送信されます。SIP ルートは CLI を使用してのみ設定されます。 

 プレゼンスサーバは、受信するメッセージが事前に認証されていることを条件としています（プレゼンスサーバ

は独自に認証チャレンジを行いません）。 

PUBLISH メッセージを受信するサブゾーンの[認証ポリシー（Authentication policy）]が[クレデンシャルの確

認（Check credentials）]か[認証済みとして処理（クレデンシャルの確認（Treat as authenticated）]のいずれ

かに設定されていることを確認してください。それら以外の場合、メッセージは拒否されます。 

 [無効（Disabled）]：ローカルプレゼンスサーバが無効になっている場合、Expressway はローカルに設定されてい

るコールルーティングルールに従って、1 つ以上のネイバーゾーンにすべての PUBLISH メッセージをプロキシ送信

します。ローカル Expressway は、プレゼンティティのドメインに権限があるかどうかに関係なく、これを実行し

ます。これらのネイバーのいずれかにそのドメインの権限があり、そのネイバーでプレゼンスサーバが有効になっ

ている場合、そのネイバーがプレゼンティティのプレゼンス情報を提供します。 

プレゼンスサーバが有効になっているかどうかに関係なく、Expressway は次の送信元のいずれかから送信されている場合

は PUBLISH メッセージを受信し続けます。 

 プレゼンスをサポートするローカルに登録されたエンドポイント 

 ローカル PUA（有効になっている場合） 

 リモートの SIP プロキシ 

プレゼンスサーバは、Starter Pack のオプションキーがインストールされている場合は自動的に有効になります。 
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推奨事項 

 Expressway-E と Expressway-C：Expressway-E が Expressway-C のトラバーサルサーバとして機能する場合

に推奨される設定は、Expressway-E 上で PUA を有効にしてプレゼンスサーバを無効にし、Expressway-C 上でプ

レゼンスサーバを有効にすることです。これにより、PUA によって生成されるすべての PUBLISH メッセージが確

実に Expressway-C にルーティングされます。 

 Expressway ネイバー：複数の Expressway が互いに隣接する導入環境では、ドメインごとに 1 つのプレゼンスサ

ーバのみを有効にすることを推奨します。これにより、ネットワーク内のすべてのプレゼンティティの情報の中心

的なソースが確保されます。 

 Expressway クラスタ：クラスタ内でのプレゼンスの動作については、「クラスタリングとプレゼンス」を参照し

てください。 

注：定義されているトランスフォーメーションも、プレゼンスサーバが処理するパブリケーション、サブスクリプション、

および通知の URI に適用されます。 
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B2BUA（バックツーバック ユーザ エージェント）の概要 

B2BUA は SIP コールの両方のエンドポイントの間で動作し、2 つの独立したコールレッグに通信チャネルを分離します。

プロキシサーバとは異なり、B2BUA は処理するコール状態を完全に維持します。コールの両方のレッグは「コール ステー

タス（Call status）」ページと「コール履歴（Call history）」ページ上に別個のコールとして表示されます。 

B2BUA インスタンスは Expressway でホストされます。これらは次のシナリオで使用されます。 

 メディア暗号化ポリシーを適用する場合。この用途では、明示的な B2BUA 設定は必要ではありません。 

 ICE メッセージングをサポートする場合。必要になる B2BUA 関連の設定は、ICE コールをサポートするために必要

な一連の TURN サーバを定義することだけです。 

 Expressway と Microsoft SIP ドメインの間の SIP コールをルーティングする場合。これには、Microsoft 相互運用

性と B2BUA で使用可能な TURN サーバのセットの手動設定が必要です。 

B2BUA TURN サーバの設定 

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [B2BUA TURN サーバ（B2BUA TURN servers）]の順に移動し、

Expressway B2BUA インスタンスに必要な TURN サーバの詳細を入力します。このページには、現在設定されている 

TURN サーバのリストが表示されます。このページで TURN サーバを作成、編集、削除できます。 

B2BUA は、使用可能なすべてのサーバ間でのランダムなロードバランシングを介して提供する TURN サーバを選択します。

B2BUA が選択できるように設定できるサーバの数に制限はありません。 

TURN サーバは、ゾーンまたはサブゾーンで有効になっているときに ICE メッセージング用の B2BUA インスタンスによっ

て自動的に使用されます。 

Microsoft 相互運用性に TURN サーバを使用するには、[TURN サービスを提供（Offer TURN services）]を有効にする必

要があります（「Microsoft 相互運用性の設定（238 ページ）」を参照してください）。 

表 16    TURN サーバの設定の詳細 

フィールド 説明 

TURN サーバアドレス

（TURN server address） ICE コールを確立する（Microsoft Edge などで）ときに提供する TURN サーバの IP ア 

ドレス。 

TURN サーバは、Expressway-E TURN など、RFC 5245 対応である必要があります。 

TURN サーバポート 

（TURN server port） 

TURN サーバのリスニングポート。 

説明（Description） 自由形式の TURN サーバの説明。 

TURN サービスユーザ名

（TURN services 

username）と TURN サー 

ビスパスワード（TURN 

services password） 

TURN サーバへのアクセスに必要なユーザ名とパスワード。 

 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

アプリケーション 

 

237 

Microsoft 相互運用性 

Expressway の Microsoft との相互運用性は、Expressway と Microsoft Skype for Business の間の SIP コールを処理するバック

ツーバックユーザエージェント（B2BUA）に基づいています。 

注：バージョン X8.9 では、Expressway の B2BUA を使用せずに Microsoft のインフラストラクチャと相互運用できます。代わ

りに、セッション分類検索ルールを使用して、トランスコードをする Cisco Meeting Server にコールをルーティングできます。

Expressway  設定ガイドページの『Cisco Meeting Server および Cisco Expressway 導入ガイド』（旧称『Cisco 

ExpresswayTraffic Classification 導入ガイド』）を参照してください。 

機能 

 Microsoft ICE と、シスコのコラボレーションエンドポイントとブリッジの標準ベースのメディアとの間のインター

ワーク。 

 Microsoft クライアントを使用したコールに対するコール保留、コール転送、Multiway のサポート。また、FindMe 

プレゼンス情報を Microsoft インフラストラクチャと共有できます。 

 Microsoft クライアントの画面共有（RDP）の H.264 へのトランスコーディング 

 Microsoft SIP からのメッセージングおよびプレゼンスのトラフィックをフィルタリングし、Expressway の音声/ビデ

オトラフィックを処理しながら、適切なサーバ、たとえば IM and Presence Service ノードへリダイレクトします。 

設定の概要 

 専用の Expressway の Microsoft 相互運用性サービスの選択。 

 Microsoft 相互運用性キーの追加。 

 Microsoft 相互運用性の設定（238 ページ） 

 B2BUA の信頼できるホストの設定（242 ページ）（シグナリングメッセージを B2BUA に送信できるデバイス） 

 B2BUA TURN サーバの設定（236 ページ）（ICE コールを確立するときに B2BUA が使用可能な TURN サーバ） 

 自動的に設定の設定されたゾーンを介して、Microsoft ドメイン、B2BUA にコールをルーティングするための検索

ルールの設定。 

B2BUA を有効にすると、Expressway は自動的に To Microsoft destination via B2BUA と呼ばれる構成不可能な

ネイバーゾーンを作成します。このゾーンは検索ルールの対象にする必要があります。 

このゾーンは B2BUA を無効にしても自動的に削除されません。また、X8.8 へのアップグレード時にこのゾーンが

あると古いゾーン名（To Microsoft Lync Server via B2BUA）が存続されます。 

 必要に応じて、Microsoft 相互運用性サービスを再起動してください。（245 ページ）サービスを再起動する必要が

ある場合にシステムが通知します。 

Microsoft 相互運用性オプション キーが必要になる理由 

Expressway を使用して Microsoft コラボレーションのインフラストラクチャと標準ベースのインフラストラクチャ間のト

ラフィックを変更する場合に、Expressway-C で（Expressway-C がクラスタ化されている場合は各ピアで）このキーが

必要です。次のような機能があります。 

 Microsoft SIP から標準 SIP コールへのインターワーキング 

 画面共有のトランスコーディング（RDP から BFCP の H.264） 

 Microsoft SIP メッセージとプレゼンスの転送（SIP ブローカ） 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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変更せずに Microsoft のトラフィックをルーティングするために Expressway を使用する場合はこのキーは不要です。たと

えば、Cisco Meeting Server がインターワーキングする Microsoft のさまざまな SIP トラフィックを送信するために 

Expressway の検索ルールを使用する場合です。 

機能および制限事項 

 最大同時コール能力は 100 コールです（大規模システムを含む）。コール数が 75 に制限される M5 ベースの小規

模システムについては、例外となります。 

 外部トランスコーダ経由でルーティングされたコールは 2 つのコールとしてカウントします。 

 コールが Microsoft 相互運用性 B2BUA を通じてルーティングされる場合、B2BUA は常にメディアを取得し、常に

シグナリングパスに留まります。B2BUA を通じてルーティングしたコールコンポーネントは、コンポーネントタイ

プが Microsoft 相互運用性であるため、コール履歴の詳細情報で特定できます。 

 Microsoft 相互運用性サービスは、エンドポイントと Expressway 間のコールレッグが必要とする追加コールライセ

ンスを超えて消費しません。 

 設定されたすべての外部トランスコーダがそれらのキャパシティの上限に達した場合、通常はトランスコーダを介

してルーティングされるコールが失敗します。コールは通常に接続されますが、トランスコードされません。 

 複数の TURN サーバを Microsoft 相互運用性サービスと共に使用できます。TURN サーバは、Microsoft Edge サー

バを通過するコールに必要です。 

 エンドポイントと B2BUA 間のコールレッグを制御するために帯域幅を適用できますが、B2BUA と Microsoft のイ

ンフラストラクチャ間のコールレッグにはできません。ただし、B2BUA は受信したメディアを何の操作せずに転送

するため、Expressway から B2BUA のレッグに適用する帯域幅制御が暗黙的に B2BUA から Microsoft のレッグに

適用されます。 

 （「To Microsoft destination via B2BUA」という名前の）構成不可能なネイバーゾーンは、Microsoft 相互運用性

の特殊なゾーンプロファイルを使用します。手動で設定されたゾーンにこのプロファイルを選択することはできま

せん。 

Microsoft 相互運用性の Expressway の設定に関する詳細情報 

 ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco 

Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

 「Expressway 設定ガイド」ページの『Cisco Expressway および Microsoft インフラストラクチャ導入ガイド』を

参照してください。 

Microsoft 相互運用性の設定 

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）] > [設定

（Configuration）]の順に移動し、Microsoft 環境への B2BUA の接続を設定して有効にします。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[設定（Configuration）] セクション： 

Microsoft 相互運用性

（Microsoft 

interoperability） 

Microsoft 相互運用性サービスを有効または無

効にします。 

  

接続先アドレス（Destination 

address） 

ハードウェアロードバランサ、ディレクタ、ま

たは Expressway がシグナリングメッセージを

送信するフロントエンドプロセッサの IP アド

レスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

また、信頼できるホストの IP アドレスも設

定する必要があります。これらはシグナリ

ングメッセージを Expressway に送信する

可能性がある Microsoft システムです。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

リスニングポート（Listening 

port） 

ハードウェアロードバランサ、ディレクタ、 

または Expressway がシグナリングメッセー 

ジを送信するフロントエンドプロセッサの IP 

ポート。 

  

シグナリングトランスポート

（Signaling transport） 

Microsoft インフラストラクチャへの接続に使

用するトランスポートタイプ。デフォルトは、

[TLS]です。 

  

[FindMe 統合（FindMe integration）] セクション： 

FindMe ユーザをクライアン

トとして Microsoft サーバに

登録（Register FindMe 

users as clients to 
Microsoft server） 

コールを FindMe エイリアスに転送したり、

FindMe プレゼンス情報を共有したりできるよ

うに FindMe ユーザを Microsoft レジストラに

登録するかどうかを制御します。デフォルトは 

[はい（Yes）] です。 

この機能は FindMe が有効になっている場

合にのみ適用されます。 

FindMe ID が Active Directory で有効なユー

ザである場合のみ FindMe ユーザを 

Microsoft インフラストラクチャに登録 

できることに注意してください（同様に 

Microsoft クライアントが登録できるのは、

所有している有効なアカウントが AD で有 

効な場合に限ることに注意してください）。 

Microsoft ドメイン

（Microsoft domain） 

Microsoft サーバで使用されている SIP ドメイ

ン。Expressway 上にすでに設定されている

SIP ドメインのいずれかを選択する必要があり

ます。 

このドメインの FindMe の名前のみが 

Microsoft サーバに登録されます。 

[リモートデスクトッププロトコル（Remote Desktop Protocol）] セクション： 

この B2BUA に対して RDP ト

ランスコーディングを有効化

する（Enable RDP 

transcoding for this 
B2BUA） 

B2BUA がリモートデスクトッププロトコルの

トランスコーディングを提供するかどうかを制

御します。 

この機能には Microsoft 相互運用性のオプショ

ンキーが必要です。 

デフォルトは [いいえ（No）]です。 

Microsoft クライアントユーザにシスココ 

ラボレーションエンドポイント/会議の参 

加者との画面共有を可能にするには、この

オプションを有効にする必要があります。 

[外部トランスコーダ（External transcoders）] セクション： 

この B2BUA に対して外部ト

ランスコーダを有効化する

（Enable external 

transcoders for this 
B2BUA） 

外部トランスコーダを通じてコールをルーティ

ングできるかどうかを制御します。 

トランスコーダを使用して標準的なコーデ

ック（H.264 など）と Microsoft RT Video 

や RT Audio 間でトランスコードする必要が

ある場合は、このオプションを有効にする

必要があります。 

トランスコード通信用の 

B2BUA のポート（Port on 

B2BUA for transcoder 
communications） 

トランスコーダと通信するために B2BUA で使

用する IP ポート。 

すべてのトランスコーダの通信は TLS で行

われます。 

トランスコーダポリシールー

ルの使用（Use transcoder 

policy rules） 

トランスコーダポリシールールを使用してト 

ランスコーダへのアクセスを制御するかどう 

かを指定します。デフォルトは [いいえ 

（No）] です。 

[この B2BUA に対してトランスコーダを有

効化（Enable transcoders for this 

B2BUA）]を[はい（Yes）]に設定すると、

すべてのコールがデフォルトでトランスコ

ーダを介してルーティングされます。 

トランスコーダリソースを特定のタイプの

コール用に予約する必要がある場合は、こ

のオプションを使用してトランスコーダを

介してルーティングされるコールのタイプ

を制限できます。このオプションを[はい

（Yes）]に設定して必要なポリシールール

を定義します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

[SIP ブローカ（SIP broker）]セクション： 

着信 SIP のブローカを有効化

（Enable broker for  

inbound SIP） 

SIP ブローカを切り替え、宛先プレゼンスサー

バのリストを開きます。 

ブローカは Microsoft SIP を検査し、

SIP SIMPLE をユーザが入力する IM and 

Presence Service ノードにルーティング 

します。 

ブローカが有効でない場合、B2BUA は 

Microsoft からのすべての着信 SIP の処理を

試行します。SIP SIMPLE を受信すると、

SIP 音声/ビデオトラフィックであるかのよ

うにルーティングしようとします。この状

況ではおそらく、SIP SIMPLE はコール制御

インフラストラクチャによって拒否されま

す。 

プレゼンスの宛先サーバのリ

スニングポート（Listening 

port on presence 

destination servers） 

これは IM and Presence Service ノードに設定

されているポートです。 

  

宛先プレゼンスサーバ 1 ～ 6

（Destination presence 

server 1..6） 

IM and Presence Service ノードの IP アドレ

ス、ホスト名、または FQDN。 

最大 6 つ入力します。Expressway は活性

状態を判別するためにこれらを定期的にポ

ーリングし、ラウンドロビンアルゴリズム

を使用してこれらにトラフィックをルーテ

ィングします。 

[TURN]セクション： 

TURN サービスを提供（Offer 

TURN services） 

B2BUA が TURN サービスを提供するかどうか

を制御します。デフォルトは [いいえ（No）]で

す。 

Microsoft Edge サーバを通過するコールに

推奨されます。 

関連付けられた TURN サーバを設定するに

は、[B2BUA TURN サーバの設定

（Configure B2BUA TURN servers）] を

クリックします。 

[詳細設定（Advanced settings）]：シスコカスタマーサポートのアドバイスがあった場合にのみ、高度な設定を変更して

ください。 

暗号化（Encryption） B2BUA が暗号化されたコールレッグと暗号化

されていないコールレッグをどのように処理す

るかを制御します。 

[必須（Required）]：コールの両方のレッグを

暗号化する必要があります。 

[自動（Auto）]：暗号化と非暗号化の組み合わ

せをサポートします。 

デフォルトは [自動（Auto）]です。 

B2BUA を介したコールには 2 つのレッグが

あります。1 つは B2BUA から標準的なビデ

オエンドポイントへのレッグ、もう 1 つは 

B2BUA から Microsoft クライアントへのレ

ッグです。コールのどちらのレッグも暗号

化することも、暗号化しないこともできま

す。 

[自動（Auto）]に設定すると、暗号化された

コールレッグと暗号化されていないコール

レッグのどのような組み合わせでもコール

は確立できます。したがって、コールの一

方のレッグを暗号化し、もう一方は暗号化

しないこともできます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

B2BUA メディアポート範囲の

開始/終了（B2BUA media 

port range start/end） 

メディアを処理するために B2BUA が使用する

ポート範囲。 

このポート範囲は、この Expressway また

はこの Expressway の TURN サーバが使用

する他のポート範囲と重複しないことを確

認してください。 

デスクトップの共有によってコールごとに

必要となるメディアポートの数が増えるた

め、[この B2BUA に対して RDP トランスコ

ーディングを有効化する（Enable RDP 

transcoding for this B2BUA）]を有効にし

ている場合はこの範囲も拡大する必要があ

ります。 

ホップ数（Hop count） SIP メッセージに使用する最大転送値を指定し

ます。デフォルトは 70 です。 

  

セッション更新間隔

（Session refresh interval） 

SIP コールのセッション更新要求間に許容され

る最大時間。デフォルトは 1800 秒です。 

詳細については、RFC 4028 の Session-

Expires の定義を参照してください。 

最小セッション更新間隔

（Minimum session refresh 

interva） 

B2BUA コールのセッション更新間隔を VCS が

ネゴシエートする最小値。デフォルトは 500 秒

です。 

詳細については、RFC 4028 の Min-SE 

header の定義を参照してください。 

Expressway 通信用の B2BUA 

のポート（Port on B2BUA for 

Expressway 

communications） 

Expressway と通信するために B2BUA で使用

するポート。 

  

Microsoft コール通信用の 

B2BUA のポート（Port on 

B2BUA for Microsoft call 

communications） 

Microsoft サーバとのコール通信に B2BUA で

使用するポート。デフォルトは 65072 です。 

  

RDP TCP ポート範囲の開始/

終了（RDP TCP port range 

start/end） 

トランスコーダインスタンスが RDP メディア

をリッスンする TCP ポートの範囲を定義しま

す。デフォルトは 6000 ～ 6099 です。 

注：ページを保存し、Microsoft 相互運用性サ

ービスを再起動して変更を適用します。 

B2BUA で作成された各同時 RDP トランス

コーディングセッションには受信ポートが

必要です。考えられる同時トランスコード

セッションの最大数が 100 であるため、範

囲は 100 までに制限されます。 

RDP UDP ポート範囲の開始/

終了（RDP UDP port range 

start/end） 

トランスコーダインスタンスが H.264 メディア

を送信する UDP ポートの範囲を定義します。

デフォルトは 6100 ～ 6199 です。 

注：ページを保存し、Microsoft 相互運用性サ

ービスを再起動して変更を適用します。 

B2BUA で作成された各同時 RDP トランス

コーディングセッションには、結果の 

H.264 メディアを送信するためのポートが

必要です。考えられる同時トランスコード

セッションの最大数が 100 であるため、範

囲は 100 までに制限されます。 

http://tools.ietf.org/html/rfc4028
http://tools.ietf.org/html/rfc4028
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

最大 RDP トランスコードセッ

ション数（Maximum RDP 

transcode sessions） 

この Expressway 上での同時 RDP トランスコ

ーディングセッション数を制限します。デフォ

ルト値は 10 です。 

注：ページを保存し、Microsoft 相互運用性サ

ービスを再起動して変更を適用します。 

表 17    プラットフォームごとのデスクトップ

トランスコードセッションの推奨数 

プラットフ

ォーム  

[最大 RDP トランスコードセッシ

ョン数（Maximum RDP 

transcode sessions）]の設定 

中サイズ 

OVA 

10 

‡大規模 OVA  

CE500/ 
CE1000/ 
CE1100/ 
CE1200 

20 

クラスタ

（Clusters） 

個別のプラットフォームの設定と

同じです。プライマリで入力した 

[最大 RDP トランスコードセッシ

ョン数（Maximum RDP 

transcode sessions）]がクラス

タ内の各ピアに適用されます。 

‡ X8.10 以降、大規模システムの拡張性を実現

するために 10 Gbps の NIC を使用するという

要件が削除されています。帯域幅制約によって

は、1 Gbps の NIC で大規模システムの容量を

達成することが可能です。 

値が高いほど TDP トランスコーディングに

よってより多くのシステムリソースが消費

され、他のサービスに影響が及ぶ可能性が

あります。最大値は 100 です。 

 

 

B2BUA の信頼できるホストの設定 

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）] > [信頼できる

ホスト（Trusted hosts）]に移動し、Expressway が SIP シグナリングを信頼する Microsoft ホストを指定します。 

相互運用性サービスは、信頼できるホストのリストにないアドレスからのメッセージは受け入れません。 

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 Microsoft クライアントによって開始さ

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。 

Expressway には現在、25 という信頼できるホスト数の公称制限があります。信頼できるホストが 25 を超えていると、

Expressway でアラームが発生します。 

実際には、導入環境に必要な場合、25 を超えて信頼できるホストを設定できます。この数を 50 未満に保って、アラーム

を安全に無視できるようにすることを推奨します。50 を超える必要がある場合は、異なる Gateway Expressway を追加す

ることを推奨します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） オプションの自由形式の信頼できるホストの説明。 名前は「信頼」条件の一部としては使用されませ

ん。IP アドレスに依存せず複数のホストを区別しや

すくするためだけのものです。 

IP アドレス 

（IP address） 

信頼できるホストの IP アドレス。   

タイプ（Type） B2BUA にシグナリングメッセージを送信するデバイスの

タイプ。 

[Microsoft インフラストラクチャ

（Microsoftinfrastructure）]：ハードウェアロードバラン

サ、ディレクタ、およびフロントエンドプロセッサなど 

[外部トランスコーダ（External transcoder）]：トランス

コーダデバイス 

  

 

外部トランスコーダ ポリシー ルールの設定 

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）] > [トランスコー

ダポリシールールの使用（Use transcoder policy rules）]に移動し、どの Microsoft 相互運用性コールがトランスコーダを

介してルーティングされるのかを制御するルールを定義します。 

Cisco Advanced Media Gateway（AM Gateway）は Expressway X8.x ソフトウェアバージョンでのみサポートされてい

ます。Expressway バージョン X12.5 以降、AM Gateway のサポートは非推奨となっています。 

このページには、現在設定されているすべてのルールが表示されます。このページでは、ルールを作成、編集、削除、有効

化、無効化することができます。列の見出しをクリックすると、たとえば、ルール名別やプライオリティ別にリストを並べ

替えることができます。 

[この B2BUA に対してトランスコーダを有効化（Enable transcoders for this B2BUA）]（「Microsoft 相互運用性の設

定（Microsoft interoperability configuration）」ページで設定）が[はい（Yes）]に設定されている場合、すべてのコー

ルがデフォルトでトランスコーダを介してルーティングされます。特定のタイプのコールに対してトランスコーダリソース

を予約する場合は、どのコールを外部トランスコーダにルーティングするかを制御するルールを指定できます。 

 このページのルールは、（「Microsoft 相互運用性の設定（Microsoft interoperability configuration）」ページ

で）[トランスコーダポリシールールの使用（Use transcoder policy rules）]が[はい（Yes）]に設定されている場

合にのみ適用されます。 

 ルールは、コールの送信元エイリアスまたは宛先エイリアスのいずれかが一致する場合に適用されます。 

 コールのエイリアスがポリシールールと一致しない場合、コールは外部トランスコーダを介してルーティングされ

ます。 

すべてのエイリアスに一致し、トランスコーダのリソースを拒否するプライオリティの低い汎用のルールを設定し、

それから特定のエイリアスにトランスコーダのリソースの使用を許可するプライオリティの高い特定のルールを用

意する必要があります。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） ルールに割り当てられる名前。   

説明

（Description） 

ルールの任意の自由形式の説明。 リストのルールの上にマウスポインタを置いた

場合に説明がツールチップとして表示されま

す。 

プライオリティ

（Priority） 

ルールを適用する順序を設定します。最も高いプライ

オリティ（1、2、3 の順）を持つルールが最初に適用

されます。 

同じプライオリティの複数のルールが設定順序

に適用されます。つまり、一意のプライオリテ

ィを各ルールに設定することを推奨します。 

パターンタイプ

（Pattern type） 

パターン文字列をコールの送信元エイリアスまたは宛

先エイリアスのいずれかに一致させる方法。 

[完全一致（Exact）]：文字列全体がエイリアスと 1 文

字も違うことなく完全に一致する必要があります。  

[プレフィックス（Prefix）]：指定された文字列がエイ

リアスの先頭に表示される必要があります。 

[サフィックス（Suffix）]：指定された文字列がエイリ

アスの末尾に表示される必要があります。 

[正規表現（Regex）]：文字列を正規表現として処理

します。 

パターンが特定の名前に一致するかどうか、お

よび予想どおりに変換されているかどうかは、

[パターンの確認（Check pattern）]ツール（[メ

ンテナンス（Maintenance）]> [ツール

（Tools）] > [パターンの確認（Check 

pattern）]）を使用してテストできます。 

パターン文字列

（Pattern 

string） 

エイリアスと比較するパターン。   

アクション

（Action） 

コールの送信元エイリアスか宛先エイリアスがこのポ

リシールールと一致した場合に実行するアクション。 

[許可（Allow）]：トランスコーダを介してコールを接

続できます。 

[拒否（Deny）]：コールを接続できますが、トランス

コーダリソースは使用しません。 

  

状態（State） ルールが有効になっているかどうかを示します。 この設定を使用して設定変更をテストしたり、

特定のルールを一時的に無効にします。ルール

リストには無効にしたルールが表示されます

が、無視されます。 

 

外部 B2BUA トランスコーダの設定 

トランスコーダを使用して、ある形式から別の形式にデジタルメディアを変換します。現在 Microsoft 相互運用性サービス

でサポートされている唯一のトランスコーダは Cisco TelePresence Advanced Media Gateway（Cisco AM GW）です。 

Cisco Advanced Media Gateway（AM Gateway）は Expressway X8.x ソフトウェアバージョンでのみサポートされてい

ます。Expressway バージョン X12.5 以降、AM Gateway のサポートは非推奨となっています。 
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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 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。 

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）] > [外部トラン

スコーダ（External transcoders）]に移動し、B2BUA で使用可能なトランスコーダのセットを管理します。 

 複数のトランスコーダをロードバランシング用に設定できます。B2BUA は、使用するトランスコーダを自動的に管理

します。 

 各トランスコーダのステータスが表示されます。これには、次の情報が含まれます。 

 トランスコーダにアクセス可能かどうか 

 使用可能な接続数。Cisco AM GW コールにはコールごとに 2 つの接続が必要です。 

 「Microsoft 相互運用性の設定（238 ページ）」に移動して、B2BUA がトランスコーダリソースを使用するかどう

かと、トランスコーダを通じてルーティングできるコールのフィルタリングに特定のポリシールールを使用するか

どうかを制御します。B2BUA は関連付けられたトランスコーダがなくても動作します（その場合もコールは接続し

ますが、トランスコードされません）。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前（Name） オプションの自由形式のトランスコーダの説

明。 

  

アドレス（Address） トランスコーダの IP アドレスまたはサービス

の完全修飾ドメイン名（FQDN）。 複数のトランスコーダがある場合は、IP アドレスを

使用するか、各デバイスに異なる FQDN を指定す

ることを推奨します。 

複数のトランスコーダに（DNS ベースのロードバ

ランシングを介して）解決する FQDN を使用して

いる場合は、問題が発生することがあります。これ

は、B2BUA が最初に DNS を使用してトランスコ

ーダ上で使用可能なポートの数を検出してから、

DNS を再度使用してそのトランスコーダにコール

をルーティングするためです。DNS ルックアップ

で異なるトランスコーダに解決できる場合は、リソ

ース情報を提供したものと同じトランスコーダにコ

ールが送信される保証はありません。 

ポート（Port） トランスコーダのリスニングポート。   

 

Microsoft 相互運用性サービスの再起動 

再起動を行い、Microsoft 相互運用性サービスに変更を適用する必要があることがあります。再起動を必要とするとシステ

ムによってアラームが表示されます。 

このサービスを再起動すると、Expressway は再起動しませんが、B2BUA によって管理されているコールはすべてドロッ

プします。 
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1. [アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）] > [サービ

スの再起動（Restart service...）] に移動します。 

2. 現在実行されているアクティブなコールの数を確認します。 

3. [再起動（Restart）]をクリックします。 

数秒後にサービスが再起動します。Microsoft 相互運用性ページでサービスステータスを確認できます。 

クラスタ化された Expressway システム 

すべてのピアの Microsoft 相互運用性サービスを再起動する必要があります。他のピアのサービスを再起動する前に、プラ

イマリのサービスを設定し、再起動し、確認します。 
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FindMe™ 

FindMe はユーザポリシーの形式を取り、Expressway がコールを受信したときに特定のユーザまたはグループ宛のコール

がどうなるかを決定する一連のルールです。 

FindMe 機能によって、企業内の個人またはチームに単一の FindMe ID を割り当てることができます。FindMe アカウント

にログインすることで、ユーザは「在宅中」や「社内」などのロケーションのリストをセットアップしてユーザのデバイス

とそれらの場所とを関連付けることができます。次に、ユーザは FindMe ID をダイヤルしたときにどのデバイスをコール

するかを指定し、それらのデバイスがビジーであったり、応答がない場合にどうするかを指定できます。各ユーザは最大 

15 台のデバイスと 10 か所の場所を指定できます。 

つまり、コールをする可能性がある発信者には単一の FindMe エイリアスを付与し、そのエイリアスで企業内の個人または

グループに接続できます。発信者は個人またはグループが応答できるすべてのデバイスの詳細を知る必要はありません。 

この機能を有効にするには、デスクトップシステムまたは TelePresence Room システム登録ライセンスを購入し、インス

トールする必要があります。 

エンドユーザの FindMe アカウント設定 

バージョン X8.8 から、ユーザは Cisco TMS プロビジョニングを使用して FindMe の設定を行うことができます。 

 Cisco TMS プロビジョニングが可能な場合は、次のようになります。 

 ユーザは FindMe アカウントを使用して Cisco TMS にログインすることで FindMe の設定を管理します。 

 ユーザアカウントと FindMe データは、TMS Provisioning Extension サービスによって Cisco TMS から 

Expressway に提供されます。 

FindMe アカウントのセットアップに関する詳細については『FindMe 導入ガイド』を参照してください。 

デバイスの指定方法 

FindMe アカウントの設定時に、ユーザは FindMe ID へのコールをルーティングするデバイスを指定するように求められます。 

エイリアスを指定したり、他の FindMe ID を 1 つ以上のデバイスとして指定することもできます。ただし、このような場

合は循環設定を回避するように注意する必要があります。 

そのため、デバイスを登録したエイリアスを入力して FindMe ID をコールしたときに呼び出す物理的なデバイスをユーザ

が指定することを推奨します。 

プリンシパルデバイス 

FindMe ユーザのアカウントは 1 つ以上のプリンシパルデバイスで設定する必要があります。これらは、そのアカウントに

関連付けられたメインデバイスになります。 

ユーザは、プリンシパルデバイスのアドレスを削除または変更できません。これは、基本的な FindMe 設定をユーザが誤っ

て変更することがないようにするためです。 

また、プリンシパルデバイスは Expressway が使用し、同じデバイスアドレスが複数の FindMe ID に関連付けられている

場合に、どの FindMe ID を発信者 ID として表示するかを決定します。管理者（FindMe ユーザ自身ではない）のみが、

FindMe ユーザのどのデバイスがプリンシパルデバイスかを設定できます。 

http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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FindMe プロセスの概要 

Expressway が特定のエイリアス宛のコールを受信すると、ユーザポリシーを次のように適用します。 

 最初に、FindMe が有効になっているかどうかを確認します。有効になっている場合は、エイリアスが FindMe ID 

であるかを確認します。そうであった場合は、そのユーザの FindMe 設定のアクティブな場所に関連付けられたエ

イリアスにコールを転送します。 

 FindMe が有効になっていないか、またはエイリアスが FindMe ID でなかった場合は、Expressway は通常の方法

でエイリアスの検索を続行します。 

ユーザポリシーは Expressway に設定されているコールポリシーが適用された後に呼び出されます。詳細については、 

「コールルーティングプロセス（166 ページ）」を参照してください。 

FindMe 導入時の推奨事項 

 FindMe ID は URI 形式であり、個人のプライマリ URI である必要があります。 

 エンドポイントは既存の FindMe ID と同じエイリアスで登録しないでください。これを防ぐには、拒否リストのす

べての FindMe ID を含めます。 

例 

Example Corp. のユーザに john.smith@example.com形式の FindMe ID があるとします。ユーザの各エンドポイントは、その物

理的な場所を特定するために若干異なるエイリアスで登録されています。たとえば、オフィスのエンドポイントは

john.smith.office@example.com の形式で登録し、自宅のエンドポイントは john.smith.home@example.com で登録しています。 

両方のエンドポイントが、FindMe ID がダイヤルされたときに呼び出すデバイスのリストに含まれています。エイリアスの

john.smith@example.com を拒否リストに追加し、個人のエンドポイントがそのエイリアスで登録されないようにします。 

FindMe の設定 

「FindMe の設定（FindMe configuration）」ページ（[アプリケーション（Applications）] > [FindMe]）を使用して

FindMe ユーザポリシーを有効にして設定します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

FindMe モード

（FindMe 

mode） 

FindMe が有効かどうかと、サードパーティ製のマ 

ネージャを使用するかどうかを決定します。 

[オフ（Off）]：FindMe を無効にします。 

[リモートサービス（Remoteservice）]：FindMe を 

有効にし、オフボックスシステム（TMS など）にあ 

る FindMe マネージャを使用します。 

コールポリシーは、FindMe モードに関係なく、

常に適用されます。 

FindMe を有効にした場合、クラスタ名が指定さ

れていることを確認する必要があります（これ

は、[クラスタリング（Clustering）]ページで行

います）。 

発信者 ID

（Caller ID） 

着信コールの発信元が呼び出し先にどのように表示さ 

れるかを決定します。 

[着信 ID（Incoming ID）]：コールが発信されたエン 

ドポイントのアドレスを表示します。 

[FindMeID]：発信エンドポイントのアドレスに関連 

付けられた FindMe ID を表示します。 

FindMe ID を使用すると、受信者が受信後にその

コールを返した場合は FindMe デバイスアカウン

トに関連付けられたすべてのデバイスがコールさ

れます。 

FindMe ID は送信元エンドポイントが認証されて 

いる（または認証済みとして処理されている）場 

合にのみ表示されます。認証されていない場合、 

着信 ID が表示されます。詳細については、「デバ

イス認証について（109 ページ）」を参照してくだ

さい。 
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次のオプションは、[FindMe モード（FindMe mode）]が[リモートサービス（Remote service）]の場合に適用されます。 

フィールド 説明 

プロトコル（Protocol） リモートサービスに接続するために使用するプロトコル。 

アドレス（Address） リモートサーバの IP アドレスまたはドメイン名。 

パス（Path） リモートサービスの URL。 

ユーザ名（Username） リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するユーザ名。 

パスワード

（Password） 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するパスワード。 

 

FindMe データの管理とストレージ 

FindMe を使用し、FindMe データの管理には Cisco TMS を使用する場合は、Cisco TMSPE サービスを設定して 

Expressway に FindMe データを提供する必要があります。 
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Cisco TMS プロビジョニング（FindMe を含む） 

Cisco TMS プロビジョニングは、Expressway がプロビジョニングデータを取得するためのメカニズムです。 

 具体的には、Expressway はこのメカニズムを使用して、エンドポイントデバイスからのプロビジョニング要求に対し、ユ

ーザアカウント、デバイス、電話帳のデータを提供します。 

 また、Expressway は FindMe サービスを提供するために使用する FindMe アカウントの設定データもこのメカニズムによ

って取得します。 

TMS プロビジョニングサービスを有効にする方法 

X8.11 以降、新しいシステムでは Expressway 内の TMS プロビジョニングサービスはデフォルトで無効にされます（既存

のシステムを X8.11 以降にアップグレードする場合は、現在の設定が保持されます）。TMS プロビジョニングサービスを

有効にするには、次の手順に従います。 

注：プロビジョニングは Cisco Expressway-C と Cisco Expressway-E の両方でサポートされていますが、Cisco 

Expressway-C と Cisco Expressway-E をペアにした導入環境では Cisco Expressway-C 上で使用することを推奨します。 

1. （1 回限り）プロビジョニングサービスがまだ有効にされていない場合、Expressway で次の操作を行って、プロビ

ジョニングサービスを有効にする必要があります。 

1. [システム（System）] > [管理（Administration）]に移動します。 

2. [サービス（Services）]エリアで、[プロビジョニングサービス（Provisioning services）]を[オン（On）]に

設定します。 

これにより、インターフェイスで[システム（System）] > [TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning 

Extension services）]のページにアクセスできるようになります。このページから、Cisco TelePresence 

Management Suite Provisioning Extension（Cisco TMSPE）とユーザ、デバイス、FindMe、電話帳のプロビジョニン

グサービスに接続できます。 

2. [システム（System）] > [TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）] に移動

します。 

3. Cisco TMSPE の接続詳細を指定します（詳細については、「TMS プロビジョニング拡張サービスの設定 

（49 ページ）」を参照してください）。 

4. 1 つ以上のプロビジョニングサービス（ユーザ、デバイス、FindMe、電話帳）を有効にします。各サービスについ

て、次の操作を行います。 

1. [このサービスに接続（Connect to this service）]を[はい（Yes）]に設定します。 

2. [ポーリング間隔（Polling interval）]または[接続（Connection）]のデフォルト値を使用しない場合は、必要

に応じて値を設定します。 

[デバイス（Devices）] には、[基本グループ（Base Group）] を指定する必要があります。Cisco TMSPE 内で 

Expressway またはクラスタを識別する ID を入力します。 

クラスタとプロビジョニングのサイズの制限 

あらゆる規模の Expressway クラスタでサポートされる最大値は次のとおりです。 

 10,000 個の FindMe アカウント 

 10,000 人のプロビジョニングするユーザ 

 200,000 の電話帳エントリ 
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注：システムのデバイス登録容量制限が上記の設定よりも大きい場合でも、クラスタごとの FindMe アカウント/ユーザ数

は 10,000、プロビジョニングできるデバイス数は 10,000 に制限されます。 

10,000 を超えるデバイスをプロビジョニングする必要がある場合、ご使用のネットワークには、適切に設計され、ダイヤ

ルプランが設定された追加の Expressway クラスタが必要になります。 

Cisco TMS と Expressway でのプロビジョニングの設定方法の詳細については、『Cisco TMS プロビジョニング拡張導入

ガイド』を参照してください。 

プロビジョニングに使用される Cisco TMSPE サービス 

TMS プロビジョニングが有効になっている場合、Expressway は（Cisco TMS 上でホストされる）次の Cisco TMSPE サ

ービスを使用して Expressway または Expressway クラスタにデータを提供します。 

サービス 説明 

ユーザ設定 Expressway が特定のユーザに適用される設定値を使用してデバイスを設定するためのデータを提供します

（ユーザは基本的に SIP URI です）。Jabber Video などのデバイスはこのサービスを使用して完全に設定さ

れます。また、TURN サーバ（通常は Expressway-E）への接続詳細も提供します。 

FindMe 各 FindMe ID に関連付けられているロケーションとデバイスをはじめ、ユーザの FindMe アカウントの詳細

を提供します。これにより、Expressway はユーザポリシーを適用したり、発信者の送信元アドレスを対応す

る FindMe ID に変更したりできます。 

電話帳 ユーザが電話帳で連絡先を検索するために使用するデータを提供します。電話帳へのアクセスは、（Cisco 

TMS 内に）定義されているアクセスコントロールリストに従ってユーザ単位で制御されています。 

デバイス Expressway と Cisco TMS 間でプロビジョニングランセンス情報を交換します。情報は 30 秒ごとに交換さ

れます。Cisco TMS が管理している Expressway クラスタの範囲で使用可能な無償ライセンスの現在の数が 

Expressway に提供され、Expressway はその Expressway（または Expressway クラスタ）が使用している

プロビジョニングライセンスのステータスで Cisco TMS を更新します。 

デバイスサービスがアクティブになっていない場合は、Expressway のプロビジョニングサーバはデバイスを

プロビジョニングできません。 

 

Cisco TMSPE サービスのステータス情報 

サービスのステータス情報は、「TMS プロビジョニング拡張サービスのステータス（TMS Provisioning Extension service 

status）」ページに表示されます。 

 Expressway は定期的に Cisco TMSPE サービスをポーリングし、Expressway に保持されているデータが最新の状

態に維持されるようにします。ポーリング間隔はサービスごとに定義できます。通常の導入環境では、FindMe とユ

ーザプロビジョニングのデータを頻繁（2 分ごと）に更新し、電話帳のデータを毎日更新するデフォルトの設定を

使用することを推奨します。 

クラスタ化された Expressway では、クラスタピアのいずれか 1 つのみが Cisco TMS との物理接続を維持します。

Cisco TMS から取得されたデータは Expressway クラスタの複製メカニズムを通じてクラスタ内の他のピア間で共

有されます。 

 Expressway と Cisco TMS 間のデータの即時再同期は、いつでも行うことができます。それには、「TMS プロビ

ジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）」ページで[完全同期の実行（Perform full 

synchronization）]をクリックします。これにより、データが削除されて完全に更新されるまでの数秒間、

Expressway 上でサービスが停止します。Cisco TMS 内での最近の更新のみを Expressway に適用する場合は、別

の方法として、[更新の確認（Check for updates）]をクリックしてください。 

Cisco TMSPE サービスの設定の変更 

Cisco TMSPE サービスの設定を変更するには、Cisco TMS を使用することを強く推奨します。Expressway でもサービス

を設定できますが（「TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）」ページ）、この

ページで行った変更は Cisco TMS で適用されません。 

http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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Expressway プロビジョニング サーバ 

デバイスプロビジョニングが有効にされている場合、Expressway プロビジョニングサーバは Cisco TMS プロビジョニン

グメカニズムを通じて Cisco TMS が提供したデータを使用して、プロビジョニング関連のサービスをプロビジョニング済

みのデバイスに提供します。 

バージョン X8.8 以降、Expressway はプロビジョニングデータと FindMe データの Expressway への提供に Cisco 

TelePresence Management Suite Provisioning Extension（Cisco TMSPE）サービスのみをサポートしています。このモ

ードでは、すべてのプロビジョニングデータと FindMe データは、Cisco TMS 内のみで管理、維持されます。 

プロビジョニングライセンス 

プロビジョニングサーバが同時にプロビジョニングできるデバイスの数には制限があります。Expressway と Cisco TMS 

は、Cisco TMSPE デバイスサービスを通じて情報を交換することで使用可能なプロビジョニングライセンスの数を管理し

ます。デバイスサービスがアクティブになっていない場合は、Expressway のプロビジョニングサーバはデバイスをプロビ

ジョニングできません。 

Cisco TMS が管理している Expressway クラスタの範囲で使用可能な無償ライセンスの現在の数が Expressway に提供さ

れ、Expressway はその Expressway（または Expressway クラスタ）が使用しているプロビジョニングライセンスのステ

ータスで Cisco TMS を更新します。ライセンスの制限は、デバイスタイプごとに管理できます。 

Jabber Video 4.x など、一部のデバイスはプロビジョニングをサインアウト（登録解除）するタイミングを Expressway 

に通知しません。Expressway は、ライセンスを解放する前に 1 時間のタイムアウト間隔を適用することで、これらのデバ

イスを管理します。 

プロビジョニングとデバイスの認証 

プロビジョニングサーバが受信するプロビジョニング要求または電話帳要求は、Expressway へのゾーンまたはサブゾーン

エントリポイントにおいて、すでに認証されている必要があります。プロビジョニングサーバは、自分自身で認証チャレン

ジを行うことはありません。未認証のメッセージはすべて拒否されます。 

詳細については、「デバイスのプロビジョニングと認証ポリシー（114 ページ）」を参照してください。 

ハイブリッド サービスとコネクタの管理 

ハイブリッドサービス用に Expressways を登録する場合は、ハイブリッドサービスのドキュメントを参照して、ハイブリ

ッドサービスを初めて導入する方法を含め、詳細情報を確認してください。 

ハイブリッドサービスとは何か、また、何を実行するか。 

Cisco Webex ハイブリッドサービスは、内部施設ベースのソリューションを Cisco Collaboration cloud に結び付け、より

優れ、より緊密に統合されたコラボレーションユーザエクスペリエンスを実現します。 

使用できるサービス 

ハイブリッドサービスを購入すると、Cisco Webex Control Hub （Cisco Webex に対する管理インターフェイス）にアク

セスできるようになります。Control Hub から、各ハイブリッドサービスの導入サポートに従って、ユーザに対して機能を

有効にすることができます。 

必要なソフトウェア 

ハイブリッドサービスのオンプレミスコンポーネントは「コネクタ」と呼ばれ、Expressway ソフトウェアには登録を管理

する管理コネクタとその他のコネクタが含まれています。 

Expressway をクラウドに登録するまでは、管理コネクタは休止状態になっています。登録すると、新しいバージョンが使

用できる場合は、管理コネクタが自動的にダウンロード、インストール、アップグレードされます。 

https://www.cisco.com/go/hybrid-services
https://admin.webex.com/
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その後で、Control Hub で選択したほかのコネクタが Expressway によってダウンロードされます。これらはデフォルトで

は起動しないため、動作させる前に設定する必要があります。 

設定が完了すると、Control Hub で設定したソフトウェアアップグレードスケジュールに従って、コネクタが自動的にダウ

ンロードおよびアップグレードを行います。手動による作業は必要ありません。 

インストール、アップグレード、またはダウングレードの方法 

コネクタは、デフォルトではアクティブ化されていないため、設定し、起動するまでは何も実行しません。これを行うには 

Expressway にコネクタをインストールした新しいインターフェイスのページを使用します。 

コネクタのアップグレードは、Control Hub からも実行でき、アップグレードを承認したときに管理コネクタが新しいバー

ジョンを Expressway にダウンロードします。 

また、登録解除もできますが、これを行うことによって Cisco Webex から Expressway が切断され、コネクタと関連設定

がすべて削除されます。 

注：新しいフィーチャと機能を提供するために、クラウドにより提供されるサービスの開発は常に継続されていることから、

ハイブリッドサービスでサポートされる Expressway の最小バージョンも変更される場合があります。ハイブリッドサービ

ス展開が機能し続け、公式にサポートされるよう、登録している Expressways を最新の状態を維持するようにしてくださ

い。詳細については、Expressway サポートバージョンの説明を参照してください。 

ハイブリッドサービスに関する詳細情報の入手先 

ハイブリッドサービスは開発が進められており、Expressway よりも頻繁にパブリッシュされる場合があります。そのため、

ハイブリッドサービスに関する情報はハイブリッドサービスのドキュメントで維持されており、いくつかの Expressway イ

ンターフェイスページにはそのサイトへのリンクが備わっています。 

コネクタ プロキシ 

ハイブリッドサービス用に Expressways を登録する場合は、ハイブリッドサービスのドキュメントを参照して、ハイブリ

ッドサービスを初めて導入する方法を含め、詳細情報を確認してください。 

このプロキシの目的 

この Expressway を Cisco Webex に接続するにはプロキシが必要となる場合、[アプリケーション（Applications）] > [ハ

イブリッド サービス（Hybrid Services）] > [コネクタ プロキシ（Connector Proxy）]にあるページを使用します。

Expressway はこのプロキシをその他の目的には使用しません。 

このプロキシを通過するトラフィックの種類 

このプロキシには、アウトバウンド HTTPS とセキュアな Web ソケット接続を処理する能力が必要です。また、これらの

接続は基本認証を使用するか、認証なしで Expressway が発信できる必要があります。 

プロキシの設定に必要な詳細情報 

プロキシのアドレス、リッスンするポート、および基本認証のユーザ名とパスワード（プロキシが認証を必要とする場合）

が必要です。 

Expressway-E 上の Cisco Webex CA ルート証明書 

Cisco Webex クラウド CA ルート証明書は Expressway ソフトウェアにパッケージ化されています。[証明書の取得（Get 

certificates）]をクリックすると、これらの詳細書を使用して着信証明書を検証できるようになります。この決定は、[証

明書の削除（Remove certificates）]をクリックすることで必要に応じて撤回できます。 

Expressway-E はこれらの CA を信頼することで、コラボレーションクラウドのサーバ証明書を認証して一部の 

Expressway ベースのハイブリッドサービスに必要な暗号化された接続を確立できます。 

注：Expressway-E はハイブリッドサービスに登録できません。Cisco Webex クラウドに登録されている Expressway

（またはクラスタ）へはセキュアなトラバーサルゾーンによって接続される必要があります。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/ruyceab
http://www.cisco.com/go/hybrid-services
https://www.cisco.com/go/hybrid-services
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[証明書の取得（Get certificates）]をクリックすると、次の CA のルート証明書がインストールされます。 

 O = The Go Daddy Group, Inc、OU = Go Daddy Class 2 Certification Authority 

 O = QuoVadis Limited、CN = QuoVadis Root CA 2 

 O = VeriSign, Inc.、OU = Class 3 Public Primary Certification Authority 

信頼できる CA のリストを手動で管理する場合は、[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [信

頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]に移動します。詳細については、「信頼されている CA 証明書一覧の管理

（283 ページ）」を参照してください。 

関連資料 

 Cisco Webex 署名 CA 

 Cisco Webex でサポートされている認証局 

https://collaborationhelp.cisco.com/#reference_6269B6719D4CAF3424C18090FBE27916
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/0q4utq
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ユーザ アカウント 

ここでは、管理者アカウントの設定方法と、アクティブなすべての管理者セッションの詳細の表示方法について説明します。 

ユーザアカウントについて .................................................................................................. 255 

パスワードセキュリティの設定 ........................................................................................... 257 

管理者アカウントの設定 ..................................................................................................... 258 

LDAP を使用したリモートアカウント認証の設定 ................................................................ 261 

忘れた場合のパスワードのリセット .................................................................................... 266 

root アカウントの使用 ........................................................................................................ 267 

SSO トークンの管理........................................................................................................... 268 

ユーザ アカウントについて 

Expressway には通常運用用の 2 つのタイプのユーザアカウントがあります。 

 管理者アカウント：Expressway を設定する際に使用します。 

 FindMe アカウント：企業内の個人が FindMe プロファイルを設定する際に使用します。 

アカウントの認証 

管理者アカウントと FindMe アカウントは、Expressway へのアクセスが許可される前に認証されている必要があります。 

Expressway はアカウントをローカルに、または LDAP を使用してリモートディレクトリサービスと照合して（現在は 

Windows Active Directory のみでサポート）認証することができます。また、ローカルとリモートで管理されているアカ

ウントも使用できます。リモートオプションを使用すると、企業内のすべての Expressway 用のディレクトリサービスに管

理者グループを設定できます。これにより、Expressway ごとに個別のアカウントを持つ必要がなくなります。 

リモート認証のセットアップに関する詳細については、「LDAP を使用したリモートアカウント認証の設定（261 ページ）」

と『LDAP 使用した Expressway 認証アカウント導入ガイド』を参照してください。 

リモートソースを管理者または FindMe アカウントのいずれかの認証に使用している場合は、Expressway を次のように設

定する必要があります。 

 適切な LDAP サーバ接続の設定 

 この Expressway への管理者と FindMe のアクセスを管理するリモートディレクトリサービスにすでにセットアッ

プ済みの対応するグループ名に一致する管理者グループまたは FindMe グループ、あるいはその両方（「管理者グ

ループの設定（265 ページ）」とユーザグループの設定を参照してください。） 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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また Expressway は証明書ベースの認証を使用するように設定することもできます。これは通常、Expressway を安全性の

高い環境に導入した場合に必要になります。 

アカウント タイプ 

管理者アカウント 

管理者アカウントを使用して Expressway を設定します。 

 Expressway には、完全な読み取り/書き込みアクセス権が付与されたデフォルトの admin アカウントがあります。

これは、Web インターフェイス、API インターフェイスまたは CLI を使用して Expressway にアクセスするために

使用できます。[リモートのみ（Remote only）]認証ソースが使用中の場合は、デフォルトの admin アカウントを

使用して Expressway にアクセスすることはできません。 

 Web インターフェイスと API インターフェイスのみを使用して Expressway にアクセスできるようにするには、新

たにローカル管理者アカウントを追加します。 

 リモートで管理する管理者アカウントを使用すると、Web インターフェイスと API インターフェイスのみを使用し

て Expressway にアクセスできます。 

 1 つの管理者アカウントを緊急時アカウントに設定できます。この特殊なアカウントは、リモート認証ができない

場合にローカル認証が許可されないときでも Expressway にアクセスできます。 

「パスワードセキュリティ（Password security）」ページ（[ユーザ（Users）] > [パスワード セキュリティ（Password 

security）]）で、ローカル管理者パスワードの複雑さ要件を設定できます。すべてのユーザ名とパスワードは大文字/小文

字が区別されます。 

次の点に注意してください。 

 設定ログには、すべてのログイン試行と、Web インターフェイスを使用して行われた設定変更が記録されます。こ

れらは監査証跡に使用できます。これは、複数の管理者アカウントがあるときに特に役立ちます。 

 複数の管理者セッションを同時に実行できます。これらのセッションは、Web インターフェイス、コマンドライン

インターフェイス、またはその両方を組み合わせて使用していることがあります。これにより、各管理者セッショ

ンで同じ設定を変更しようとすると、1 つのセッションに加えた変更によりもう 1 つのセッションに加えた変更が

上書きされ、混乱が発生する可能性があります。 

 アカウントセッションの制限や非アクティビティタイムアウトを設定できます（「システム名とアクセスの設定

（38 ページ）」を参照してください）。 

 システムが高度なアカウントセキュリティモードになっている場合はログインした直後に「ログイン履歴（Login 

history）」ページが表示されます。このページには、現在ログインしているアカウントの最新の履歴が示されます。 

詳細については、「管理者アカウントの設定（258 ページ）」の項を参照してください。 

FindMe アカウント 

企業内の個人が FindMe アカウントを使用して、それらの個人が FindMe ID を通じて接続できるデバイスと場所を設定し

ます。 

各 FindMe アカウントには、ユーザ名とパスワードを使用してアクセスします。 

 リモート FindMe アカウント認証を選択した場合は、Expressway 管理者はリモートディレクトリサービスの対応

するグループ名と照合するように FindMe グループをセットアップする必要があります。ユーザ名とパスワードの

詳細情報のみがリモートで管理されます。FindMe ID、デバイス、および場所などの FindMe アカウントのその他プ

ロパティはローカル Expressway データベースに保存されます。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/User_config/loginhistory.html
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/User_config/loginhistory.html
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FindMe アカウントの詳細と、関連付けられた FindMe デバイスと場所の定義の詳細については、FindMe アカウントの設

定セクションを参照してください。 

多くの FindMe アカウントのプロビジョニングが必要な場合は、Cisco TMS を使用することを推奨します。FindMe アカウ

ントとユーザアカウントの設定の詳細については、『Cisco TMS プロビジョニング拡張導入ガイド』を参照してください。 

root アカウント 

Expressway は Expressway オペレーティングシステムへのログインに使用できる root アカウントを提供します。通常の

運用では root アカウントを使用しないでください。特に、このアカウントを使用してシステム設定を行わないでください。

代わりに管理者のアカウントを使用します。 

詳細については、「Root アカウントの使用方法（267 ページ）」の項を参照してください。 

セキュリティ上の注意：admin および root アカウントの X8.9 より前のデフォルトのパスワードはよく知られています。

これらのアカウントには強力なパスワードを使用する必要があります。新しいシステムが X8.9 以降である場合は、スター

トアップ時にデフォルト以外のパスワードを指定する必要があります。 

パスワード セキュリティの設定 

「パスワード セキュリティ（Password security）」ページ（[ユーザ（Users）] > [パスワード セキュリティ

（Password security）]）は、ローカル管理者アカウントのパスワードが承認される前に最小レベルの複雑さを満たす必

要があるかどうかを制御します。 

[厳格なパスワードを適用（Enforce strict passwords）]が[オン（On）]に設定されている場合、その後に設定されるロー

カル管理者アカウントのパスワードはすべて、厳密なパスワードを構成するための以下のルールに従う必要があります。 

[厳密なパスワードを適用（Enforce strict passwords）]が [オフ（Off）]に設定されている場合、ローカル管理者アカウ

ントのパスワードに対する追加の確認は行われません。 

注： 

 この設定に関係なく、管理者アカウントに対して空のパスワードを設定することはできません。 

 この設定は、ローカル管理者アカウントのパスワードにのみ影響します。ローカル認証データベース、LDAP サー

バ、外部登録クレデンシャル、ユーザアカウントパスワード、またはリモートクレデンシャルディレクトリの保存

されている管理者アカウントパスワードなど、Expressway で使用されるその他のパスワードには影響しません。 

 すべてのパスワードとユーザ名で大文字と小文字が区別されます。 

厳密なパスワードに関する設定不可能なルール 

[厳格なパスワードを適用（Enforce strict passwords）]が[オン（On）]に設定されている場合、以下のパスワードルール

が常に適用されます。これらのルールを設定する方法はありません。 

 同じ文字列の複数インスタンスを避ける（連続しないインスタンスもチェック） 

 3 文字以上の連続文字列を避ける（「abc」や「123」など） 

 辞書にある単語や辞書にある単語の反転を避ける 

 回文を避ける（「risetovotesir」など） 

厳密なパスワードに関する設定可能なルール 

パスワードポリシーの以下のプロパティを設定できます。 

 長さは ASCII 文字で 6 文字以上、255 文字以下（デフォルトは 15） 

 数字 [0-9] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2） 

http://www.cisco.com/ja/jp/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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 大文字 [A-Z] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2） 

 小文字 [a-z] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2） 

 特殊文字（スペース、@、$ などの 7 ビットの印刷可能な ASCII 文字）の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2） 

 許容される連続繰り返し文字の数は 1 ～ 255（デフォルトの 0 ではチェックは無効になるため、連続繰り返し文字

はデフォルトで許容されます。パスワードに連続繰り返しが含まれないようにするには、1 に設定します） 

 文字クラスの最小数は 0 ～ 4（デフォルトの 0 はチェックを無効にします）文字クラスは、数字、小文字、大文字、

および特殊文字です。 

注：必要な文字クラスの数とクラスあたりの文字数の間で優先順位の効果が現れる場合があります。 

たとえば、各クラス 2 文字というデフォルトの要件のままにしておくと、4 つの文字クラスが必要であるという暗黙的なルー

ルが存在します。この場合、[文字クラスの最小数（Minimum number of character classes）]の設定は無意味になります。 

また、別の例では、文字クラスの最小数を 2 に設定し、各クラスから必要な文字の最小数を 0 に設定した場合、いずれか 

2 つのクラスの文字を含むパスワードで十分になります（その他すべての条件を満たしていると見なします）。 

管理者アカウントの設定 

「管理者アカウント（Administrator accounts）」ページ（[ユーザ（Users）] > [管理者アカウント（Administrator 

accounts）]）ページには、Expressway 上のすべてのローカル管理者アカウントのリストが表示されます。 

一般に、ローカル管理者アカウントは、Web インターフェイスまたは API インターフェイスの Expressway にアクセスす

るために使用されますが、CLI にアクセスすることはできません。 

このページでは、次の操作を実行できます。 

 新しい管理者アカウントの作成 

 管理者パスワードの変更 

 アカウントのアクセスレベルの変更：[読み取り/書き込み（Read-write）]、[読み取り専用（Read-only）]、または 

[オーディタ（Auditor）] 

 アカウントのアクセス範囲の変更：[Web アクセス（Web access）]、[API アクセス（API access）]、またはその

両方 

 個別または複数の管理者アカウントの削除、有効化、または無効化 

 緊急時アカウントの指定 

管理者アカウントの詳細情報の編集 

デフォルトの管理者アカウントと追加したローカル管理者アカウントの詳細情報は編集できます。 

[ユーザ（Users）] > [管理者アカウント（Administrator accounts）]に移動します。関連する管理者アカウントの[アクシ

ョン（Actions）]で、[ユーザの編集（Edit user）]をクリックします。 

新しいページが表示され、選択した管理者アカウントのパスワードを除くすべてのフィールドを編集できます。パスワード

の変更については、次を参照してください。 

「admin」アカウントについて 

このデフォルトのローカル管理者アカウントには完全な読み取り/書き込みのアクセス権があり、Web UI、API インターフ

ェイス、または CLI を使用して Expressway にアクセスできます。 
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このアカウントのユーザ名は admin です（すべて小文字）。 

X8.9 までのデフォルトのパスワードは TANDBERG でした（すべて大文字）。X8.9 以降では、新しいシステムはスタート

アップ時にセキュアなインストールウィザードを実行するため、システムがネットワークに接続される前に新しいパスワー

ドを提供できます。 

admin は、削除も名前の変更も、無効化も行えず、アカウントレベルを[読み取り/書き込み（Read-write）]から変更でき

ませんが、Web アクセスと API アクセスを無効にすることはできます。 

X8.9 より前のバージョンからシステムをアップグレードした場合、パスワードを変更する必要があることがあります。特

に IP による管理が有効になっている場合は、強力なパスワードを選択してください。 

admin アカウントのパスワードを忘れた場合は、読み取り/書き込みアクセス権を持つ別の管理者アカウントとしてログイ

ンして、admin アカウントのパスワードを変更することができます。ほかの管理者アカウントがない場合、またはそれら

のパスワードも忘れた場合でも、Expressway への物理的なアクセスがあれば admin アカウントのパスワードをリセット

できます。詳細については、「パスワードを忘れた場合のリセット（266 ページ）」を参照してください。 

管理者アカウントのフィールドリファレンス 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前

（Name） 

管理者アカウントのユーザ名。 「root」などの一部の名前は予約されています。ロ

ーカル管理者アカウントのユーザ名では、大文字と

小文字が区別されます。 

アクセスレ

ベル

（Access 

level） 

管理者アカウントのアクセスレベル： 

[Read-write]：すべての設定情報の表示と変更を許可し 

ます。これにより、デフォルトの admin アカウントと 

同じ権限が与えられます。 

[Read-only]：ステータスおよび設定情報の表示のみ 

を許可し、変更は許可しません。「アップグレード

（Upgrade）」ページなどのいくつかのページは、読み

取り専用アカウントに対してはブロックされています。 

[オーディタ（Auditor）]：「イベント ログ（Event 

Log）」ページ、「設定ログ（Configuration Log）」 

ページ、「ネットワーク ログ（Network Log）」ペー

ジ、「アラーム（Alarms）」ページ、および「概要

（Overview）」ページのみにアクセスできます。 

デフォルト：[Read-write] 

現在ログインしているユーザのアクセス権限は、各 

Web ページの下部にあるシステム情報バーに表示さ

れます。 

デフォルトの admin アカウントのアクセスレベルは

[読み取り/書き込み（Read-write）]から変更できま

せん。 

パスワード

（Pass-

word） 

この管理者が Expressway へのログインに使用するパスワ

ード。 

Expressway のすべてのパスワードは暗号化されま

す。そのため、ここにはプレースホルダのみが表示

されます。 

パスワードを入力すると、[パスワード

（Password）]フィールドの横にあるバーの色が変

わり、パスワードの複雑さが示されます。「パスワ

ードセキュリティ（Password security）」ページ

（[ユーザ（Users）] > [パスワード セキュリティ

（Password security）]）で、ローカル管理者パス

ワードの複雑さ要件を設定できます。 

ブランクパスワードは設定できません。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

新しいパ 

スワード

（New 

pass-

word） 

アカウントの新しいパスワードを入力します。 このフィールドは、パスワードを変更するときにの

み表示されます。 

パスワード

の確認

（Confirm 

Pass-

word） 

アカウントのパスワードを再入力します。 このフィールドは、アカウントを作成するとき、 

またはそのパスワードを変更するときにのみ表示 

されます。 

緊急時アカ

ウント

（Emerge

ncy 

account） 

このアカウントを緊急のアカウントとして使用する場合

は、[はい（Yes）]を選択します。読み取り/書き込みアク

セスおよび Web アクセスが可能な、有効になっているロ

ーカルの管理者アカウントを使用する必要があります。 

1 つの緊急時アカウントを許可でき、このアカウン

トを使用すると、ローカル認証が許可されない場合

でも Expressway にアクセスできます。 

このアカウントの目的は、リモート認証が使用でき

ないときにシステムからロックアウトされるのを回

避できるようにするためです。 

Web アク

セス（Web 

Access） 

このアカウントが Web インターフェイスを使用してシス

テムにログインできるかどうかを選択します。 

デフォルト：[はい（Yes）] 

  

パスワード

の強制的な

リセット

（Force 

password 

reset） 

[はい（Yes）]を選択する場合、新しいユーザする必要 

があります新しいパスワードを作成ログインするとき 

にします。 

デフォルト：[いいえ（No）] 

  

API アク 

セス（API 

access） 

このアカウントがアプリケーションプログラミングイ 

ンターフェイス（API）を使用してシステムのステータ 

スおよび設定にアクセスできるかどうかを選択します。 

デフォルト：[はい（Yes）] 

Cisco TMS などのシステムによる XML および 

REST API へのアクセスを制御します。 

状態

（State） 

アカウントが[有効（Enabled）]か[無効（Disabled）]か 

を選択します。無効なアカウントはシステムにアクセス 

できません。 

  

現在のパス

ワード

（Your 

current 

pass-

word） 

変更を承認する必要がある場合、ここに自身の現在のパ 

スワードを入力します。 

セキュリティを強化するため、システムはアカウン

トを作成したりパスワードを変更すると、管理者に

自分自身のパスワードを入力するように求めます。 
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アクティブな管理者セッションの表示 

「アクティブな管理者セッション（Active administrator sessions）」ページ（[ユーザ（Users）] > [アクティブな管理

者セッション（Active administrator sessions）]）には、この Expressway に現在ログインしているすべての管理者アカ

ウントのリストが表示されます。 

これには、ログイン時刻、セッションタイプ、IP アドレスとポート、および最後にこの Expressway へアクセスした日時

などのセッションの詳細が示されます。 

必要なセッションを選択して [セッションの終了（Terminate session）]をクリックすることで、アクティブな Web セッ

ションを終了できます。 

[セッションタイムアウト（Session time out）]値をゼロに設定している場合は、このページに多くのセッションが一覧表

示されます。これは通常、管理者が Expressway からログアウトせずにブラウザを閉じてセッションを終了した場合に発生

します。 

LDAP を使用したリモート アカウント認証の設定 

管理者アカウント認証のためのリモートディレクトリサービスへの LDAP 接続を設定するには、「LDAP 設定（LDAP 

configuration）」ページ（[ユーザ（Users）] > [LDAP 設定（LDAP configuration）]）を使用します。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[リモートアカウント認証（Remote account authentication）]：このセクションでは、リモートアカウント認証用の 

LDAP の使用を有効または無効にできます。 

管理者認 

証ソース

（Admini-

strator 

authenti-

cation 

source） 

管理者のログインクレデンシャルを認証する場所を定義し

ます。 

[ローカルのみ（Local only）]：システムに保存されてい 

るローカルデータベースと照合してクレデンシャルを確 

認します。 

[リモートのみ（Remote only）]：外部クレデンシャルデ 

ィレクトリと照合してクレデンシャルを確認します。 

[両方（Both）]：最初にシステムに保存されているローカ 

ルデータベースと照合して確認し、一致するアカウントが

見つからなかった場合は外部クレデンシャルディレクトリ

が代わりに使用されます。 

デフォルトは [Local only]です。 

[Both] を選択すると、ローカルで定義したアカ

ウントを引き続き使用できます。これは、

LDAP サーバとの接続や認証の問題をトラブル

シューティングするときに役立ちます。 

[リモートのみ（Remote only）]の認証が使用

されている場合は、デフォルトの admin アカ

ウントを含め、ローカルで設定した管理者アカ

ウントを使用してログインできません。注：

Expressway が Cisco TMS によって管理され

ている場合、[リモートのみ（Remote only）]

は使用しないでください。 

[LDAP サーバ設定（LDAP server configuration）]：このセクションでは、LDAP サーバへの接続の詳細を指定します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

FQDN アドレ

ス解決

（FQDN 

address 
resolution） 

LDAP サーバアドレスを解決する方法を定義します。 

[SRV レコード（SRV record）]：DNS SRV レコードルック

アップ。 

[アドレスレコード（Address record）]：DNS A レコード 

または AAAA レコードルックアップ。 

[IP アドレス（IP address）]：IP アドレスとして直接入力。 

デフォルトは[Address record]です。 

SRV レコードを使用する場合は、_ldap._tcp.<domain>レ 

コードを標準 LDAP ポート 389 で使用していることを確認

してください。Expressway は LDAP 用に他のポート番号を

サポートしていません。 

SRV として LDAPS を使用するには、AD サーバが 

STARTTLS 拡張機能をサポートしている必要があります。

（ポート 636 を使用して LDAPS を実行する場合は、アドレ

スレコードを使用して FQDN を解決し、ポート 636 に直接

接続する必要があります。） 

SRV ルックアップは _ldap._tcp レコードで

す。複数のサーバが返された場合、各 SRV レ

コードの優先度とウェイトによって、サーバが

使用される順序が決まります。 

ホスト名

（Host 

name） 

とドメイン

（Domain） 

または 

サーバアドレ

ス（Server 

address） 

サーバアドレスの指定方法は、FQDN アドレス解決の設定 

によって異なります。 

[SRV レコード（SRV record）]：サーバアドレスのドメイ 

ン部分だけが必要です。 

[アドレスレコード（Address record）]：ホスト名とドメイ

ンを入力します。これらは組み合わされて、DNS アドレスレ

コードを検索するための完全なサーバアドレスになります。 

[IP アドレス（IP address）]：サーバアドレスを IP アドレス

として直接入力します。 

TLS を使用する場合、ここに入力するアドレス

は、LDAP サーバから提示される証明書に含ま

れる CN（コモンネーム）と一致している必要

があります。 

ポート

（Port） 

LDAP サーバで使用する IP ポート。  

暗号化

（Encry-

ption） 

LDAP サーバへの接続を Transport Layer Security（TLS）

を使用して暗号化するかどうかを決定します。 

[TLS]：LDAP サーバへの接続に TLS 暗号化を使用します。 

Off：暗号化は使用されません。 

デフォルトは、[TLS]です。 

TLS が有効になっている場合は、 Expressway 

の信頼済み CA 証明書ファイル内の認証局が 

LDAP サーバ証明書に署名する必要があります。 

[TLS 用の CA 証明書ファイルをアップロード

（Upload a CA certificate file forTLS）]（[関

連タスク（Related tasks）]セクション内）を

クリックし、「信頼できる CA 証明書リストの

管理（283 ページ）」ページに移動します。 

証明書失効リ

スト（CRL）

の確認中

（Certificate 

revocation 
list (CRL) 
checking） 

LDAP サーバとの TLS 接続を確立するときに証明書失効リ 

スト（CRL）を確認するかどうかを指定します。 

[なし（None）]：CRL チェックは実行されません。 

[ピア（Peer）]：LDAP サーバの証明書を発行した CA に関

連付けられた CRL のみを確認します。 

[すべて（All）]：LDAP サーバ証明書を発行した CA の信頼

できる証明書チェーン内のすべての CRL を確認します。 

デフォルトは [なし（None）]です。 

失効リストを使用している場合は、必要な CRL 

データも CA 証明書ファイル内に含める必要が

あります。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ユーザ アカウント 

 

263 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

[認証設定（Authentication configuration）]：このセクションでは、LDAP サーバにバインドするときに使用する 

Expressway の認証クレデンシャルを指定します。 

バインド DN

（Bind DN） 

LDAP サーバにバインドするときに Expressway で使用され

る識別名（大文字と小文字の区別なし）。 

cn=、ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。 

名前の中に含まれる特殊文字は、LDAP 標準

（RFC 4514）に従ってバックスラッシュでエ

スケープする必要があります。名前と名前の間

の区切り文字はエスケープしないでください。 

通常、バインドアカウントは特別な権限を持た

ない読み取り専用のアカウントです。 

バインドパス

ワード（Bind 

Password） 

LDAP サーバにバインドするときに Expressway で使用され

るパスワード（大文字と小文字の区別あり）。 

プレーンテキストの最大長は 60 文字で、暗号

化されます。 

SASL LDAP サーバにバインドするときに使用する SASL（Simple 

Authentication and Security Layer）のメカニズム。 

None：メカニズムを使用しません。 

[DIGEST-MD5]：DIGEST-MD5 メカニズムを使用します。 

デフォルトは[DIGEST-MD5]です。 

企業のポリシーに応じて、Simple 

Authentication and Security Layer を有効 

にします。 

バインドユー

ザ名（Bind 

username） 

Expressway が LDAP サーバにログインするときに使用する

アカウントのユーザ名（大文字と小文字の区別あり）。 

SASL が有効になっている場合にのみ必要です。 

これは、sAMAccountName（セキュリティア

クセスマネージャアカウント名）になるように

設定します（AD では、これはアカウントのユ

ーザログオン名です）。 

[ディレクトリ設定（Directory configuration）]：このセクションでは、アカウントとグループ名を検索するときに使用す

る基本識別名を指定します。 

アカウントの

ベース DN

（Base DN 

for 
accounts） 

データベース構造においてユーザアカウント検索の開始点と

なる識別名の ou= および dc= 定義（大文字と小文字の区別

なし）。 

ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。 

アカウントとグループのベース DN は、dc レ

ベル以下にする必要があります（必要に応じて

すべての dc= 値と ou= 値を含めてくださ

い）。LDAP 認証では、サブ dc アカウントを

確認しません。下のレベルの ou= および cn= 

レベルのみを確認します。 

グループの 

ベース DN

（Base DN 

for groups） 

データベース構造においてグループ検索の開始点となる識別

名の ou= および dc= 定義（大文字と小文字の区別なし）。 

ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。 

グループのベース DN を指定しない場合は、ア

カウントのベース DN がグループおよびアカウ

ントの両方に使用されます。 

 

LDAP サーバの接続ステータスの確認 

LDAP サーバへの接続のステータスはページの下部に表示されます。 

状態（State） = 使用可能（Available） 

エラーメッセージは表示されません。 

状態（State） = 失敗（Failed） 

次のエラーメッセージが表示されることがあります。 
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エラーメッセージ 理由/解決方法 

DNS はリバース検索を実行できま

せん（DNS unable to do reverse 

lookup） 

SASL 認証にはリバース DNS 検索が必要です。 

DNS で LDAP サーバアドレスを解

決できません（DNS unable to 

resolve LDAP server address） 

有効な DNS サーバが設定されていることと、LDAP サーバのアドレスのスペルを確

認します。 

LDAP サーバへの接続に失敗しまし

た。サーバのアドレスとポートを

確認してください（Failed to 

connect to LDAP server. Check 
server address and port） 

LDAP サーバの詳細が正しいことを確認します。 

TLS 接続の設定に失敗しました。

CA 証明書を確認してください

（Failed to setup TLS connection. 

Check your CA certificate） 

TLS には、CA 証明書、秘密キー、およびサーバ証明書が必要です。 

サーバへの接続に失敗しました。

コードが返されました<戻りコード

>（Failure connecting to server. 

Returned code<return code>） 

その他の一般的な問題。 

無効なアカウントのベース DN で

す（Invalid Base DN for 

accounts） 

アカウントのベース DN を確認してください。現在の値は、LDAP ディレクトリの有

効な部分を記述したものではありません。 

無効なサーバ名または DNS 障害

（Invalid server name or DNS 

failure） 

LDAP サーバ名の DNS 解決に失敗しました。 

無効なバインドクレデンシャル

（Invalid bind credentials） 

[バインド DN（Bind DN）]および[バインドパスワード（Bind password）]を確認し

てください。このエラーは、SASL を[なし（None）]に設定する必要があるときに、

[DIGEST-MD5]に設定した場合にも表示されることがあります。 

無効なバインド DN（Invalid bind 

DN） 

[Bind DN] を確認してください。現在の値は LDAP ディレクトリ内の有効なアカウン

トを記述したものではありません。 

バインド DN の長さが 74 文字以上ある場合に、この失敗した状態が誤って報告され

ることがあります。実際に失敗したかどうかを確認するには、有効なグループ名を使

用して Expressway 上で管理者グループを設定します。Expressway から「保存され

ました（saved）」と報告された場合は問題ありません（Expressway は指定された

グループが見つかるかどうかを確認します）。グループが見つからないと報告された

場合は、バインド DN が誤っているか、グループが誤っているか、あるいはそのほか

の設定項目が誤っている可能性があります。 

インストールされた CA 証明書が

ありません（There is no CA 

certificate installed） 

TLS には、CA 証明書、秘密キー、およびサーバ証明書が必要です。 

設定を取得できません（Unable to 

get configuration） 

LDAP サーバ情報がないか、誤っています。 
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管理者グループの設定 

「管理者グループ（Administrator groups）」ページ（[ユーザ（Users）] > [管理者グループ（Administrator groups）]）

には、Expressway で設定したすべての管理者グループのリストが表示されます。このページでは、グループを作成、編集、

削除できます。 

管理者グループは、リモートアカウント認証が有効になっている場合にのみ適用されます。 

Expressway の Web インターフェイスにログインすると、リモートディレクトリサービスと照合してクレデンシャルが認

証され、所属するグループに関連付けられたアクセス権が割り当てられます。管理者アカウントが複数のグループに所属し

ている場合は、最高レベルの権限が割り当てられます。 

設定可能なオプションは次のとおりです。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

名前

（Name） 

管理者グループの名前。 

次の文字はすべて使用できません。 

/ \ [ ] : ; | = , + * ? >< @ " 

Expressway で定義されるグループ名は、この 

Expressway への管理者アクセス権を管理するリモート

ディレクトリサービスでセットアップされているグルー

プ名と一致する必要があります。 

アクセスレ

ベル

（Access 

level） 

管理者グループのメンバーに付与されるアクセスレ

ベル： 

[Read-write]：すべての設定情報の表示と変更を許

可します。これにより、デフォルトの admin アカウ

ントと同じ権限が与えられます。 

[Read-only]：ステータスおよび設定情報の表示のみ

を許可し、変更は許可しません。「アップグレード

（Upgrade）」ページなどのいくつかのページは、

読み取り専用アカウントに対してはブロックされて

います。 

[オーディタ（Auditor）]：「イベント ログ（Event 

Log）」ページ、「設定ログ（Configuration 

Log）」ページ、「ネットワーク ログ（Network 

Log）」ページ、「アラーム（Alarms）」ページ、

および「概要（Overview）」ページのみにアクセス

できます。 

[なし（None）]：すべてのアクセスが拒否されます。 

デフォルト：[Read-write] 

管理者が複数のグループに属している場合は、管理者が

属するすべてのグループ（無効状態のグループは無視）

の各アクセス設定で最も高いレベルの権限が割り当てら

れます。詳細については、下記の「複数のグループに所

属するアカウントのアクセスレベルの決定（266 ペー

ジ）」を参照してください。 

Web アクセ

ス（Web 

Access） 

このグループのメンバーが Web インターフェイスを

使用してシステムにログインできるかどうかを決定

します。 

デフォルト：[Yes] 

  

API アク 

セス（API 

access） 

このグループのメンバーがアプリケーションプログ

ラミングインターフェイス（API）を使用してシステ

ムのステータスおよび設定にアクセスできるかどう

かを決定します。 

デフォルト：[Yes] 

Cisco TMS などのシステムによる XML および REST 

API へのアクセスを制御します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 

状態

（State） 

グループが有効になっているか、無効になっている

かを示します。無効になっているグループのメンバ

ーへのアクセスは拒否されます。 

管理者アカウントが有効状態と無効状態の両方が混在す

る複数の管理者グループに属する場合、アクセスは有効

になります。 

 

複数のグループに属するアカウントのアクセスレベルの決定 

管理者がさまざまなアクセスレベルの複数のグループに属する場合、最も高いアクセスレベルが付与されます。無効状態の

グループは無視されます。 

たとえば、以下のグループが設定されているとします。 

グループ名 アクセスレベル Web アクセス API アクセス 

管理者 読み取りと書き込み 
- 

- 

リージョン A 読み取り専用 
○ 

- 

リージョン B 読み取り専用 
- 

はい。 

リージョン C 読み取り専用 ○ ○ 

 

次の表は、これらのグループの 1 つ以上に属するアカウントに付与されるアクセス権限の例を示しています。 

属するグループ 付与されるアクセス権限 

管理者とリージョン A Web インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス、API アクセスなし 

管理者とリージョン B API インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス、Web インターフェイスア

クセスなし 

管理者とリージョン C Web インターフェイスと API インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス 

リージョン A のみ Web インターフェイスへの読み取り専用アクセスで、API アクセスなし 

 

忘れた場合のパスワードのリセット 
どのアカウントパスワードもリセットすることができます。これを行うには、デフォルトの admin アカウントか、または

読み取り/書き込みアクセス権があるほかの管理者アカウントとして Expressway にログインします。これができない場合

は、コンソールを使用して admin パスワードまたは root パスワードをリセットします。 

注：パスワードをリセットしても保存済みの設定とデータは影響を受けません。 

GUI での管理者アカウントのパスワードの変更 

デフォルトの管理者アカウントと追加したローカル管理者アカウントのパスワードは変更できます。 

[ユーザ（Users）] > [管理者アカウント（Administrator accounts）]に移動します。関連する管理者アカウントの[アクシ

ョン（Actions）]で、[パスワードの変更（Change password）]をクリックします。 

新しいページが表示され、選択した管理者のパスワードを変更できます。新しいパスワードを入力し、確認のために再度入

力します。また、現在ログインしている管理者アカウントのパスワードも入力し、パスワードの変更を許可します。 

シリアル接続での root または admin パスワードのリセット 

ハードウェア Expressway で admin パスワード、または root パスワードを次のようにリセットします。 

1. シリアルケーブルを使用して Expressway に PC を接続します。シリアルポート/コンソールアクセスは、通常は無

効になっていますが、再起動後の 1 分間は常に有効になります。 

2. Expressway を再起動します。 
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3. ユーザ名 pwrec を使用して PC からログインします。パスワードは不要です。 

4. 管理者アカウント認証ソースが [リモート（Remote）]に設定されている場合は、その設定を [両方（Both）] に変

更するオプションが表示されます。これにより、ローカル管理者アカウントがシステムにアクセスできるようにな

ります。 

5. パスワードを変更するアカウント（root または admin）を選択します。 

6. 新しいパスワードの入力を求められます。 

pwrec のアカウントは、再起動後に 1 分間だけアクティブになります。その後はパスワードをリセットするためにシステ

ムを再起動する必要があります。 

vSphere での root パスワードまたは admin パスワードのリセット 

管理者アカウントまたは root アカウントのパスワードを忘れて VM（仮想マシン）Expressway を使用している場合は、

次の手順を使用してパスワードをリセットできます。 

1. [vSphere クライアント（vSphere Client）] を開きます。 

2. リンク [コンソールの起動（Launch Console）]をクリックします。 

3. Expressway をリブートします。 

4. vSphere コンソールで、ユーザ名 pwrec を使用してログインします。パスワードは必要ありません。 

5. プロンプトが表示されたら、パスワードを変更するアカウント（root または管理者アカウントのユーザ名）を選択

します。 

6. 新しいパスワードの入力を求められます。 

pwrec のアカウントは、再起動後に 1 分間だけアクティブになります。その後はパスワードをリセットするためにシステ

ムを再度リブートする必要があります。 

root アカウントの使用 

Expressway は Expressway オペレーティングシステムへのログインに使用できる root アカウントを提供します。このア

カウントのユーザ名は root（すべて小文字）、デフォルトのパスワードは TANDBERG（すべて大文字）です。セキュリテ

ィ上の理由から、できるだけ早くパスワードを変更する必要があります。root アカウントにデフォルトのパスワードが設

定されている場合は、Web インターフェイスと CLI にアラームが表示されます。 

注：root アカウントは機密情報にアクセスできる場合があるため、通常運用では使用しないでください。また、このアカ

ウントを使用して特定のシステム設定を実行しないでください。代わりに admin アカウントを使用します。 

root アカウントのパスワードの変更 

root アカウントのパスワードを変更するには、次の手順に従います。 

1. 既存のパスワードを使用し、root として Expressway にログインします。デフォルトでは、これを実行できるのはシリア

ル接続または SSH の場合のみです。 

2. コマンド passwd を入力します。 

新しいパスワードの入力を求められます。 

3. 新しいパスワードを入力し、プロンプトが表示されたらパスワードを再入力します。 

4. exit と入力して root アカウントからログアウトします。 
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SSH を使用した root アカウントへのアクセス 

root アカウントへは、シリアル接続または SSH でのみアクセスできます。 

SSH を使用した root アカウントへのアクセスを有効または無効にするには、次の手順を実行します。 

1. root としてシステムにログインします。 

2. 次のいずれかのコマンドを入力します。 

 rootaccess --ssh on：SSH を使用したアクセスを有効にします。 

 rootaccess --ssh off：SSH を使用したアクセスを無効にします。 

3. exit と入力して root アカウントからログアウトします。 

SSH を使用してログインしているときに SSH アクセスを無効にした場合、現在のセッションはログアウトするまではアク

ティブですが、その後の SSH アクセスは拒否されます。 

SSO トークンの管理 

注：このページは、[OAuth トークンによる承認（Authorize by OAuth token）]設定で設定された標準 OAuth トークンに

適用されます。自己記述 OAuth トークン（[OAuth トークンによる承認（更新あり）（Authorize by OAuth token with 

refresh）]で設定）には適用されません。 

[ユーザ（Users）] > [SSO トークン所有者（SSO token holders）]に移動し、現在 SSO トークンを所有しているユーザ

のリストを表示します。このページは、特定のユーザのシングルサイオンに関連するトラブルシューティングに役立ちます。 

また、このページはすべての所有者からトークンを消去するために使用できます。このオプションはユーザへ中断を余儀な

くする可能性があるため、続行する前にその必要性を確認してください。たとえば、セキュリティの侵害を認識している、

または内部インフラストラクチャやエッジインフラストラクチャをアップグレードする場合は必要である可能性があります。 

特定のユーザのトークンの管理： 

1. [任意] 小型のリストを返すようにユーザ名のサブストリングをフィルタリングします。 

リスト内に多くのリストがあり、その長いリストが複数ページに及び、それぞれのページに最大 200 のユーザ名が

ある場合にこれが必要なことがあります。 

2. ユーザ名をクリックすると、そのユーザが所有するトークンの詳細を表示できます。 

「ユーザ <ユーザ名> の SSO トークン（SSO tokens for user <Username>）」ページが表示されます。このペー

ジにはそのユーザに発行されたトークンの詳細のリストが表示されます。詳細には、トークンの発行者と有効期限

が含まれています。 

3. （任意）UC サービスへのアクセスを続行する前にユーザの ID を確認する場合は、[これらのトークンの削除

（Delete these tokens）]をクリックします。 

ユーザのクライアントがこの Expressway-C を介して UC サービスに次回アクセスすると、クライアントは新しい

署名付き要求を使用して IdP にリダイレクトされます。ユーザは Expressway-C に ID をアサートできるように 

IdP で再認証する必要があることがあります。ユーザは、承認された新しいトークンを使用して発行することがで 

きます。 
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メンテナンス 

ここでは、Expressway Web インターフェイスの[設定（Configuration）] > [メンテナンス（Maintenance）]メニューで

表示されるページについて説明します。 

SSH アクセスの有効化 ....................................................................................................... 269 

メンテナンスモードの有効化 .............................................................................................. 269 

ソフトウェアコンポーネントのアップグレード ................................................................... 270 

ファームウェアのアップグレード（物理アプライアンスのみ） ........................................... 273 

ロギングの設定 ................................................................................................................... 273 

オプションキーの管理 ........................................................................................................ 279 

SSH アクセスの有効化 

パスワードベースのログインを必要とすることなく安全にアクセスできるように、Expressway へのアクセスに SSH を有

効にすることができます。これは一般に、モニタリングとロギングの効率を高めることを目的としています。この方法でア

クセスする Expressway ごとにこの手順を繰り返す必要があります。 

注意：公開キーを許可するには、root アクセスを使用します。セキュリティ上のリスクを増大させたり、サポートされてい

ない設定をしたりしないように注意が必要です。root の使用は避けてください。 

1. SSH を使用して root としてログインします。 

2. .ssh ディレクトリがまだない場合は、mkdir /tandberg/.ssh と入力して、このディレクトリを作成します。 

3. /tandberg/.ssh に公開キーをコピーします。 

4. authorized_keys ファイルに cat /tandberg/.ssh/id_rsa.pub>> /tandberg/.ssh/authorized_keys を使用して公

開キーを追加します。 

id_rsa.pub は、公開キーの名前で置き換えてください。自分のキーをほかの場所に配置しないでください。アップ

グレード時に失われる可能性があります（authorized_keys ファイルが維持されません）。 

5. ログオフし、自分のキーを使用して SSH アクセスをテストします。 

自分のキーで Expressway にアクセスできない場合は、root として接続し、/etc/init.d/sshd restart を使用し

て SSH デーモンを再起動します。 

メンテナンス モードの有効化 

メンテナンスモードは通常、アップグレードが必要な場合やクラスタの一部である Expressway ピアの動作を停止する場合

に使用します。これにより、他のクラスタピアは通常どおりに動作し続けますが、メンテナンスモードのピアはアップグレ

ードまたは処理が行われます。 

ピアをメンテナンスモードにすると、それ以降は制御された方法で登録を中止したりコールのそのピアでの管理を中止でき

ます。 

http://www.cisco.com/
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 標準的な Expressway セッションは次のとおりです。 

 新しいコールや登録は、クラスタ内の別のピアによって処理されます。 

 既存の登録は期限が切れると別のピアに再登録されます（エンドポイントの設定と DNS SRV レコードのセット

アップに関する詳細については、『Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』を参照してください）。 

 既存のコールはコールが終了するまで継続します。必要に応じて、自動的にクリアされないこのピアのコールを

手動で削除できます。これを行うには、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）]に移動し、終了するコール

の横にあるチェックボックスをオンにして[切断（Disconnect）]をクリックします（SIP コールはすぐに切断さ

れることがあります）。 

 Unified CM の Mobile & Remote Access セッション 

 その Expressway を通過する既存のコールはドロップされます。 

 Jabber クライアントは自動的にフェールオーバーし、クラスタ内の別のピアを通じて再登録されます。 

 自動的にフェールオーバーしない TC ソフトウェアを実行しているクライアントは再起動する必要があります。 

キャパシティを維持するため、メンテナンスモードを有効にするのは一度に 1 つのピアのみにすることを推奨します。 

メンテナンスモードを有効にするには、次の手順を実行します。 

1. 関連するピアにログインします。 

2. 「メンテナンス モード（Maintenance mode）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [メンテナンス モー

ド（Maintenance mode）]）に移動します。 

3. [メンテナンスモード（Maintenance mode）]を[オン（On）]に設定します。 

4. 確認ダイアログボックスで[保存（Save）]をクリックして、[OK]をクリックします。 

次の点に注意してください。 

 ピアがメンテナンスモードになっている間にアラームが発生します。 

 「リソース使用状況（Resource usage）」ページ（[ステータス（Status）] > [システム（System）] > [リソース

使用状況（Resource usage）]）をモニタし、そのピアで現在処理されている登録とコールの数を確認します。 

 ピアが再起動すると、メンテナンスモードは自動的に無効になります。 

 Cisco DX シリーズエンドポイントでは、メンテナンスモードはサポートされていません。メンテナンスモードを有

効にすると、Expressway はこれらのエンドポイントからの MRA コールをドロップします。 

ソフトウェア コンポーネントのアップグレード 

既存のハードウェアに Expressway ソフトウェアコンポーネントの新しいリリースをインストールできます。コンポーネン

トのアップグレードは、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。 

 Web インターフェイスを使用（推奨されるプロセス）。 

 セキュアコピーを使用（SCP/PSCP）。 

このガイドでは、アップグレードを実行するためにこれら両方の使用方法について説明します。 

 システムがアクティブでないときに Expressway コンポーネントをアップグレードすることを推奨します。 

 X8.8 以降、Expressway リリースパッケージは整合性に信頼性を与えるために署名されています。 
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 Expressway がハイブリッドサービスに登録されている場合：重要管理コネクタは、Expressway をアップグレー

ドする前に最新のものにする必要があります。アップグレードを行う前に、Cisco Collaboration Cloud によって

アドバタイズされる管理コネクタのアップグレードを承認して受け入れる必要があります。そうしない場合、

Expressway をアップグレードしてからコネクタに関する問題が発生する可能性があります。 

 クラスタをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。 

Expressway 設定ガイドページの『Expressway クラスタ作成および保守導入ガイド』を参照してください。 

Expressway ソフトウェアのコンポーネント 

既存のすべてのインストール済みコンポーネントは、「アップグレード（Upgrade）」ページにリストされています（[メ

ンテナンス（Maintenance）] > [アップグレード（Upgrade）]）。そこに現在のバージョンが表示されます。 

主要なコンポーネントはシステムプラットフォームであり、アップグレードすると、通常、他のコンポーネントの一部また

はすべての自動アップグレードがこれに加えられます。しかし、必要に応じて、他のコンポーネントは個別にアップグレー

ドできます。アップグレードプロセスによって、すべてのコンポーネントで互換性が維持されます。 

アップグレードの前提条件 

アップグレードには、次が必要になります。 

 アップグレードするコンポーネント用のソフトウェアイメージファイル。クライアントコンピュータからローカ 

ルにアクセスできるネットワークの場所に保存されています。仮想マシンをアップグレードする場合は標準的

な .tar.gz ソフトウェアイメージファイルを使用します（.ova ファイルは、VMware での Expressway ソフトウ 

ェアの初回インストールにのみ必要です）。 

 アップグレードするソフトウェアバージョンのリリースノート。手動での操作がさらに必要になる場合があります。 

これらの入手方法の詳細については、シスコの担当者にお問い合わせください。 

アップグレード前のバックアップ 

アップグレードする前に、システム設定をバックアップする必要があります。[システム バックアップ（System 

backup）]をクリックして、「バックアップと復元（Backup and restore）」ページに移動します。 

アップグレードとオプションキー 

既存のすべてのオプションキーは、システムプラットフォームのバージョンを次のバージョン（メジャーリリースを含む）

へアップグレードすることによって保持されます。ただし、アップグレードを実行する前に、既存のオプションキーを書き

留めておくことを推奨します。 

システムプラットフォームのコンポーネントのメジャーリリースごとに新しい機能が利用できるようになります。機能を利

用するには新しいオプションキーのインストールが必要になる場合もあります。Expressway ソフトウェアの最新リリース

で利用できるすべてのオプションの詳細については、シスコの担当者までお問い合わせください。 

インストールとリブート 

システムプラットフォームのコンポーネントのアップグレードは 2 段階のプロセスで行います。まず、新しいソフトウェ

アイメージを Expressway にアップロードします。これと同時に、システムの現在の設定が記録されるため、アップグレー

ド後にこれを復元することができます。この最初の段階ではシステムは引き続き既存のソフトウェアバージョンで稼働して

おり、すべての正常なシステムプロセスが継続します。 

アップグレードの第 2 段階では、システムをリブートする必要があります。Expressway はリブート時に新しいソフトウェ

アバージョンをインストールし、以前の設定を復元します。リブートによって、現在のすべてのコールが終了し、現在のす

べての登録も終了します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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つまり、新しいソフトウェアはいつでもアップロードできるため、タイミングが合うまで（コールがまったく実行されてい

ないときなど）待機してからシステムをリブートすることで、新しいバージョンに切り替えることができます。 

注：ソフトウェアのアップロードとリブートの間に行った設定変更は、新しいソフトウェアバージョンを使用してシステム

を再起動した時点で失われます。 

システムプラットフォーム以外のコンポーネントのアップグレードでは、システムリブートは必要ありません。ただし、そ

のコンポーネントが提供するサービスはアップグレードが完了するまで、一時的に中断されます。 

Expressway ソフトウェアのアップグレード 

「アップグレード（Upgrade）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [アップグレード（Upgrade）]）ページを使

用して新しいバージョンの Expressway ソフトウェアコンポーネントをインストールします。(以前のバージョンへのダウ

ングレードはサポートされていません。) 

これらの手順と Cisco TAC エンジニアによって提供されるプロセスのビデオデモンストレーションは、

「Expressway/VCS スクリーンキャストビデオリスト（Expressway/VCS Screencast Video List）」ページにあります。 

Web インターフェイスを使用してコンポーネントをアップグレードするには、次の手順を実行します。 

1. ソフトウェアイメージファイルをインストールする前または後に、関連するリリースノートを確認して特殊な手順

が必要かどうかを検討します。 

2. 「アップグレード（Upgrade）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [アップグレード（Upgrade）]）に

移動します。 

3. [参照（Browse）]をクリックし、アップグレードするコンポーネントのソフトウェアイメージファイルを選択します。 

Expressway が選択したソフトウェアイメージファイルに基づいてアップグレードするコンポーネントを自動的に

検出します。 

4. [アップグレード（Upgrade）]をクリックします。 

Expressway がファイルのロードを開始します。数分かかることがあります。 

5. システムプラットフォームコンポーネントに対するアップグレードの場合は、「アップグレードの確認（Upgrade 

confirmation）」ページが表示されます。 

1. 次の項目を確認してください。 

 予想していた新しいソフトウェアバージョン番号が表示されている 

 MD5 ハッシュと SHA1 ハッシュの値が、ソフトウェアイメージファイルをダウンロードした cisco.com ペ

ージに表示された値と一致している 

2. [アップグレードの続行（Continue with upgrade）] をクリックします。 

「システム アップグレード（System upgrade）」ページが開き、ソフトウェアのインストール中は経過表示

バーが表示されます。 

ソフトウェアがインストールされると、アクティブなコールと登録の要約が表示されます。これらは、システム

をリブートすると失われます。 

3. [システムのリブート（Reboot system）] をクリックします。 

ソフトウェアのアップロードとリブートの間に設定変更を行った場合、それらの変更はシステムの再起動時にす

べて失われます。 

リブートが完了すると「ログイン（Login）」ページが表示されます。 

6. 他のコンポーネントに対するアップグレードについては、ソフトウェアが自動的にインストールされます。リブー

トは必要ありません。 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/docs/unified-communications/expressway-series/214390-expressway-vcs-screencast-video-list.html
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これでアップグレードは完了です。「概要（Overview）」ページと「アップグレード（Upgrade）」ページに、アップグ

レードされたソフトウェアコンポーネントのバージョン番号が表示されます。 

一部のコンポーネントでは、それらを有効にするためにオプションキーが必要な場合があります。これは「オプションキー

（Option keys）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option keys）]）を使用して実行できます。 

セキュア コピー（SCP/PSCP）を使用したアップグレード 

SCP または PSCP（PuTTY 無償パッケージの一部）などのセキュアコピープログラムを使用してアップグレードするには、

Expressway にソフトウェアイメージを含むファイルを転送する必要があります。 

ファイルを転送する方法： 

1. SCP/PSCP を使用してソフトウェアイメージをアップロードします。 

 システムプラットフォームコンポーネントの場合： 

システム上の/tmp フォルダにアップロードします。ターゲット名は/tmp/tandberg-image.tar.gz にする

必要があります。例：scp s42700x8_1_0.tar.gz root@10.0.0.1:/tmp/tandberg-image.tar.gz 

 他のコンポーネントの場合： 

システムの/tmp/pkgs/new/フォルダにアップロードし、ファイル名と拡張子を保持します。例：scp 

root@10.0.0.1:/tmp/pkgs/new/vcs-lang-es-es_8.1_amd64.tlp 

2. プロンプトが表示されたら、root パスワードを入力します。 

ソフトウェアのインストールが自動的に開始されます。ソフトウェアのインストールが完了するまで待ちます。こ

れには 5 分以上かかることはありません。 

3. システムプラットフォームコンポーネントをアップグレードした場合は、Web インターフェイスまたは CLI のいず

れかを使用して Expressway にログインし、Expressway をリブートします。約 5 分後にシステムが使用可能にな

ります。 

注：リブートする前にほかの設定変更も加えた場合、それらの変更はシステムの再起動時に失われます。そのため、システ

ムをただちにリブートすることを推奨します。 

ファームウェアのアップグレード（物理アプライアンスのみ） 

このセクションの説明は、Expressway が物理アプライアンス上に導入されていて、何らかの理由でファームウェアをアッ

プグレードする必要がある場合に適用されます。 

アップグレードを行うには、Cisco Host Upgrade Utility（HUU）を使用します。これは、UCS C シリーズサーバ上のファ

ームウェアコンポーネントをアップグレードするためのシスコの専用ツールです。HUU の使用方法について詳しくは、

Cisco UCS C シリーズラックサーバドキュメントページに用意されている最新の『Cisco HostUpgrade ユーティリティユ

ーザガイド』を参照してください。 

ロギングの設定 

Expressway はトラブルシューティングと監査を目的とした syslog 処理機能を提供します。 

イベントログはローテーションローカルログで、送受信されたコール、登録、およびメッセージなどの情報を記録します。 

Expressway のロギングオプションは「ロギング（Logging）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング

（Logging）]）で次のように設定できます。 

 ローカルイベントログの詳細レベルを指定して、ローカルに記録されるイベント情報の詳細レベルを変更する 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html
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 メディア統計情報を切り替える 

 コール詳細レコードを切り替える 

 認証対応のロギングを切り替える 

 1 つ以上のリモート Syslog サーバアドレスを定義する 

 各リモート syslog サーバに送信されるイベントを重大度でフィルタリングする 

 システムメトリックコレクションを切り替える 

イベント ログの詳細レベルの変更 

ローカルログの詳細レベルを制御するには、[ローカルイベントログの詳細レベル（Local event log verbosity）]を 1～4

の範囲で設定します。 

すべてのイベントには、1 ～ 4 の範囲で関連付けられたレベルがあり、レベル 1 のイベントが最も重要と見なされます。

次の表に、さまざまなイベントに割り当てられるレベルの概要を示します。 

レベル 割り当てられるイベント 

1 登録要求やコール試行などの高レベルイベント。人間が簡単に読み取れます。次に例を示します。 

 コール試行/接続/切断 

 登録試行/承認/拒否 

2 すべてのレベル 1 イベントおよび送受信されたプロトコルメッセージのログ（SIP、H.323、LDAP など）。

H.460.18 キープアライブや H.245 ビデオ高速更新などのノイズの多いメッセージは除きます。 

3 すべてのレベル 1 およびレベル 2 のイベントに加えて、次のイベントがあります。 

 プロトコルのキープアライブ 

 コール関連の SIP シグナリングメッセージ 

4 最も詳細なレベル：レベル 1、レベル 2、およびレベル 3 のすべてのイベントに加えて、次のイベントがあ 

ります。 

 ネットワークレベルの SIP メッセージ 

 

Expressway によってログに記録されるすべてのイベントと、それらがログに記録される詳細レベルの完全なリストについ

ては、イベントとレベルの項を参照してください。 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/Maintenance/c_CDR-logging.htm
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（注） 

 イベントは、リモートロギングが有効になっているかどうかに関係なく、常にローカルに（イベントログに）記録

されます。 

 レベル 3 またはレベル 4 のロギングは通常運用には推奨しません。このような詳細なロギングによって 2 GB のロ

グが早急にローテーションする可能性があります。このレベルの詳細なレコードはトラブルシューティング時に必

要な場合があります。 

 ログレベルを変更すると、Web インターフェイスを通じて表示するイベントログと、別のリモートログサーバにコ

ピーされる情報の両方に影響します。 

 ログレベルは過去に遡って変更されません。レベルを変更した後に記録されたものにのみ影響します。 

 Expressway はローカルログに次の機能を使用します。（ローカル）機能にマッピングするソフトウェアコンポー

ネント/ログが強調表示されます。 

 0（kern） 

 3（daemon） 

 16（local0）管理者 

 17（local1）設定 

 18（local2）Mediastats 

 19（local3）Apache エラー 

 20（local4）etc/opt/apache2 

 21（local5）開発者 

 22（local6）ネットワーク 

コールのメディア統計情報ロギング 

メディア統計情報を有効にする方法 

必要に応じて、Expressway 上でのメディア統計情報の収集を有効にするには、[メンテナンス（Maintenance）] > [ロギ

ング（Logging）]に移動し、[メディア統計情報（Media statistics）]を[オン（On）]に設定します。これにより、システ

ムは各コールのメディア統計情報をローカルハードディスクの/mnt/harddisk/log に記録するようになります。それぞれ 

10 MB のファイルが 200 個まで保存されます。200 番目のファイルが一杯になると、最も古いファイルが削除されます。 

収集されるメディア統計情報は、転送されたパケット数、損失したパケット数、ジッター、メディアタイプ、コーデック、

実際のビットレートなどです。 

メディア統計情報も Syslog メッセージとしてパブリッシュされます。メディア統計情報ロギングが有効にされている間、

Expressway は機能 18（local2）を使用して、設定したすべてのリモート Syslog サーバに統計情報をパブリッシュします。

メッセージの重大度は[情報提供（Informational）]に設定されますが、メディア統計情報メッセージは重大度フィルタに関

係なく常にパブリッシュされます。 

コール詳細レコード（CDR） 

サービスを有効にする必要がある場合（デフォルトはオフ）、Expressway では、必要に応じて CDR をキャプチャできま

す。CDR は 7 日の間ローカルに保存され、リモートログを使用している場合は、syslog メッセージとしても公開できます。 
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CDR の設定方法 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）]に移動します。 

2. [ロギングオプション（Logging options）]セクションで、[コール詳細レコード（CDR）]フィールドを必要なオプ

ションに設定します。 

CDR モード（SIP mode） 説明 

オフ CDR はローカルにログ記録されません（デフォルト）。 

サービスのみ CDR はローカルに 7 日間保存され、その後削除されます。これらのレコードは、

Web GUI からはアクセスできません。また、他の API を使用して、お使いの 

Expressway にアクセスすることはできません。 

サービスとロギング CDR はローカルに 7 日間保存され、その後削除されます。レコードは、ローカルイ

ベントログと外部の syslog サーバからアクセスできます（syslog ホストに INFO メ

ッセージとして送信されます）。 

 

CDR についての詳細： 

Expressway メンテナンスおよび運用ガイドページの『Cisco Expressway メンテナンスおよび運用ガイド』を参照してく

ださい。 

認定対応のロギング 

環境によっては、Expressway のログがセキュリティ認定の要件を満たすようにする必要があります。セキュリティと診断目

的のログの間にはトレードオフがあります。認定対応モードでは、コールの問題の正確な原因を判定できない場合があります。 

認定対応ロギングの設定方法 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）]に移動します。 

2. [ロギングオプション（Logging options）]セクションで、[認定ロギング（Certification logging）]モードを次の

いずれかに設定します。 

認証ロギングモード 説明 

診断（Diagnostic） このモードは認証対応ではありませんが、コールの問題の診断には最も役立ちます。 

秘密（Secretive） このモードは認定対応ではありません。 

秘密と詳細（Secretive and 

Verbose） 

このモードも認証対応ですが、Syslog サーバへのセキュアな接続を使用して一部の

ログ情報を収集できます。これらのログは、診断の意味では特に役立つものではあ

りません。 

 

リモート syslog サーバへのログの公開 

syslog は、複数のシステムからのログメッセージを 1 つの場所に集約するための便利な方法です。これは、クラスタ内の

ピアの場合に特に推奨します。 

 最大 4 つのリモート syslog サーバにログメッセージをパブリッシュするように Expressway を設定できます。 

 syslog サーバは次の標準プロトコルのいずれかをサポートする必要があります。 

 BSD（RFC 3164 で定義） 

 IETF（RFC 5424 で定義） 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://tools.ietf.org/html/rfc3164
http://tools.ietf.org/html/rfc5424
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リモート syslog サーバの設定 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）]に移動し、このシステムがログメッセージを送信するリ

モート syslog サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。 

2. 各サーバの [オプション（Options）] ボタンをクリックします。 

3. 使用する転送プロトコルとポートを指定します。TLS を使用する場合、syslog サーバに対して証明書失効リスト

（CRL）を有効にするオプションが表示されます。 

4. [メッセージ形式（Message Format）] フィールドで、リモート Syslog メッセージの作成形式を選択します。デフ

ォルトは[レガシー BSD（Legacy BSD）]です。 

5. [重大度別にフィルタリング（Filter by Severity）]オプションを使用して、送信する詳細レベルを選択します。

Expressway は選択した重大度のメッセージと、より厳しいメッセージすべてを送信します。 

6. [キーワード別にフィルタリング（Filter by Keywords）]オプションは、特定のキーワードを含むメッセージを送信

する場合に使用します。 

7. [保存（Save）]をクリックします。 

注：  

 [キーワード別にフィルタリング（Filter by Keywords）] オプションは、重大度別にすでにフィルタリングされてい

るメッセージに適用されます。 

 単語のグループ（「login successful」など）を含め、最大 5 つのキーワードをカンマで区切って使用できます。 

 最大 256 文字をキーワードに使用できます。 

 システムのパフォーマンスへの影響を回避するために、最も関連性の高いキーワードを最初に検索することを推奨

します。これにより、syslog サーバに関連するログメッセージができるだけ早期にプッシュされます。 

syslog サーバに使用される一般的な値 

次の表に、ロギングサーバとネットワーク設定に最適な形式を選択する上で役立つ情報と、一般的な値を示します。 

表 18    syslog メッセージの形式 

メッセージ形式 トランスポートプロト

コル 

提案されたポート RFC 

レガシー BSD 形式（Legacy BSD format） UDP 514 BSD 形式。RFC 3164 を参照 

IETF syslog 形式（IETF syslog format） UDP 514 IETF 形式。RFC 5424 を参照 

TLS 接続を使用した IETF syslog（IETF syslog 

using TLS connection） 

TLS 6514 IETF 形式。RFC 5424 を参照 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc3164#section-4
https://tools.ietf.org/html/rfc5424#section-6
https://tools.ietf.org/html/rfc5424#section-6
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注： 

 UDP プロトコルはステートレスです。ご使用の環境で syslog メッセージの信頼性が非常に重要である場合は、別

のトランスポートプロトコルを使用する必要があります。 

 Expressway と syslog サーバ間にファイアウォールがある場合、適切なポートを開いてメッセージを通過させる必

要があります。 

 TLS トランスポートを選択した場合は、Expressway は syslog サーバの証明書を信頼しなければなりません。必要

に応じて、ローカル信頼ストアに syslog サーバの CA 証明書をアップロードします。 

 TLS の使用時は CRL チェックはデフォルトで無効になっています。CRL を有効にするには、[CRL チェック

（CRL checking）]を[オン（On）]に設定し、関連する証明書失効リスト（CRL）がロードされるようにします。 

詳細は、「セキュリティについて（281 ページ）」を参照してください。 

 リモートサーバを別の Expressway として使用することはできません。 

 Expressway は他のシステムのリモートログサーバとして機能できません。 

 Expressway はリモートロギングに次の機能を使用します。（ローカル）機能にマッピングするソフトウェアコン

ポーネント/ログが強調表示されます。 

 0（kern） 

 3（daemon） 

 16（local0）管理者 

 17（local1）設定 

 18（local2）Mediastats 

 19（local3）Apache エラー 

 20（local4）etc/opt/apache2 

 21（local5）開発者 

 22（local6）ネットワーク 

Expressway でのシステム メトリックの収集の設定 

以下の手順では、統計情報を収集して特定のサーバにパブリッシュするように、Web インターフェイスを使用して 

Expressway を設定します。 

1. Expressway にログインし、[メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）]に移動します。 

2. [システムメトリックの収集（System Metrics Collection）]を[オン（On）]に切り替えます。 

3. [収集サーバのアドレス（Collection server address）] に入力します。 

IP アドレス、ホスト名、または FQDN を使用してリモートサーバを特定できます。 

4. 必要に応じて、[収集間隔（Collection Interval）]および[収集サーバポート（Collection server port）]を変更し

ます。 

収集サーバがデフォルト以外の異なるポートでリッスンしている場合は、ポートを変更する必要があります。ポリシー

でデフォルトの間隔（60 秒）よりも細分化されたメトリックが必要な場合は、収集間隔を変更する必要があります。 

5. [保存（Save）]をクリックします。 
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オプション キーの管理 

オプションを使用して、Expressway に新たな機能を追加します。オプションキーは、一定期間または期間無制限で有効に

することができます。Expressway は、1 つ以上のオプション機能が事前にインストールされた状態で出荷される場合があ

ります。他のオプションを購入するには、シスコの担当者にお問い合わせください。 

「オプション キー（Option keys）」ページ（[メンテナンス」（Maintenance]） > [オプション キー（Option keys）]）

に、Expressway に現在インストールされている既存のオプションのリストが表示されます。このページで新しいオプショ

ンを追加できます。 

注：CE1200 アプライアンスでは、Web インターフェイスまたは CLI を使用してトラバーサルサーバまたは Expressway 

シリーズのキーを追加または削除しても、この変更は適用されません。Expressway がファイアウォールトラバーサルサー

バとして動作するように、サービスのセットアップウィザードを実行して、[タイプの選択（Select Type）] 下の 

[Expressway-E] を選択します。詳細については、サービスセットアップウィザードについてを参照してください。 

[システム情報（System information）]セクションには Expressway にインストールされている既存の機能の要約が示され、

インストールされている各キーの有効期間が表示されます。ここに表示されるオプションには、次のようなものがあります。 

 [トラバーサルサーバ（Traversal Server）]：Expressway をファイアウォールトラバーサルサーバとして機能でき

るようにします。 

 [SIP インターワーキングゲートウェイへの H.323（H.323 to SIP Interworking gateway）]：H.323 コールを SIP 

に変換したり、その逆に変換したりできるようにします。 

 [リッチメディアセッション（Rich media sessions）]：Expressway（または Expressway クラスタ）で常に許可

される非ユニファイドコミュニケーションコールの数を決定します。詳細については、「コールタイプとライセン

ス（384 ページ）」の項を参照してください。 

 [暗号化（Encryption）]：AES（および DES）暗号化がこのソフトウェアビルドでサポートされていることを示します。 

 [高度なアカウントセキュリティ（Advanced account security）]：高度なセキュリティ機能と高レベルセキュリテ

ィのインストールの制限事項を有効にします。 

 [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）]：Microsoft Lync 2010 Server サーバで暗号化されたコール

（ネイティブ SIP コールと H.323 からインターワーキングされたコールの両方）を送受信できるようにします。ま

た、Lync 2010 クライアントへの ICE コールを確立するときも Lync B2BUA で必要になります。Lync 2013 との

すべての通信タイプに必要です。 

 [Expressway シリーズ（Expressway Series）]：Expressway シリーズシステム機能のために製品を特定して設定

します。 

 [TelePresence Room システム（TelePresence Room Systems）]：Expressway に登録する可能性があるルームシ

ステムの数まで追加します。 

 [TelePresence デスクトップシステム（TelePresence Desktop Systems）]：Expressway に登録する可能性があ

るデスクトップシステムの数まで追加します。 

リッチメディアセッションと TURN リレーオプションキーライセンスをクラスタ内のすべてのピア間で共有する方法につ

いて詳しくは、「クラスタライセンスの使用状況とキャパシティのガイドライン（154 ページ）」を参照してください。 

すべてのオプションキーと関連付けられた PID については、「製品 ID と対応するキー（387 ページ）」を参照してください。 

キーの追加 

Web UI または CLI を使用してオプションキーを追加できます。 

これらの手順と Cisco TAC エンジニアによって提供されるプロセスのビデオデモンストレーションは、

「Expressway/VCS スクリーンキャストビデオリスト（Expressway/VCS Screencast Video List）」ページにあります。 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/docs/unified-communications/expressway-series/214390-expressway-vcs-screencast-video-list.html
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65 個のオプション キーの制限 

65 個を超えるオプションキー（ライセンス）を追加しようとすると、[オプションキー（Option keys）] ページでは通常

どおりに表示されていても、適用されるオプションキーは最初の 65 個のみです。66 個目以降のオプションキーは追加さ

れているように見えても実際には Expressway によって処理されません。CDETS CSCvf78728 を参照してください。 

はじめる前に 

1. 有効なオプションキーを用意しておきます。 

2. システムに、該当するオプション用のデモオプションキーが存在する場合は、それらのキーを削除してからシステムを

再起動します。そうしないと、時間制限のあるデモオプションキーの期限が切れると機能が動作しなくなります。 

Web UI を使用したオプションキーの追加 

1. [オプションキーの追加（Add option key）]フィールドに、追加するオプションのキーを入力します。 

2. [オプションの追加（Add option）]をクリックします。 

オプションキーによっては、システムを再起動しなければ有効にならない場合があります。これに該当するキーには以下が

含まれます。 

 トラバーサルサーバ（Traversal Server） 

 Expressway シリーズ 

 高度なアカウントセキュリティ（Advanced Account Security）（FIPS モードを開始する場合） 

再起動が必要な場合は、Web インターフェイスにアラームが表示され、再起動するまで通知としてそのまま表示されます。

表示されている間も、引き続き Expressway を使用したり設定したりできます。 

CLI を使用したオプションキーの追加 

すでにシステムにインストールされているすべてのオプションキーのインデックスを戻すには、次のコマンドを実行します。 

xStatus Options 

システムに新しいオプションキーを追加するには、次のコマンドを実行します。 

xConfiguration Option [1..64] Key 

注：CLI を使用して追加のオプションキーを追加するには、未使用のオプションインデックスを使用できます。既存のオプ

ションインデックスを選択すると、そのオプションが上書きされ、そのオプションキーで提供される追加機能が失われます。

どのインデックスが現在使用されているかを確認するには、xConfiguration option と入力します。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/cscvf78728
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セキュリティについて 

保管中のデータ 

X8.11 以降、すべてのソフトウェアインストールには一意の信頼できるルートが使用されるようになっています。各 

Expressway システム（ハードウェアバージョンと VM バージョンの両方）では、そのシステムに local なデータを暗号化す

るための一意のキーがあります。これにより、保管中のデータのセキュリティが次のように強化されます。 

 X8.11 より前のバージョンを X8.11 以降にアップグレードすると、新しいキーが作成されます。最初の再起動時に、

このキーを使用してすべてのデータが暗号化されます。 

 このシステムから取得したデータを復号できるのは、このキーのみです。ほかの Expressway キーでは、このシス

テムのデータを復号することはできません。 

 キーが UI で公開されることはありません。ローカルでもリモートでもキーがログに記録されることはありません。 

TLS および証明書 

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。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 Expressway を表すことができる証明書をイ

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。これにより、証明書要求を生成するために外部メカニズ

ムを使用する必要がなくなります。 

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。 

Expressway 表 19     接続タイプ別の役割 

接続先 Expressway の役割 

エンドポイント TLS サーバ 

LDAP サーバ クライアント 

2 つの Expressway システム間 どちらかの Expressway がクライアントになる可能性があります。もう一方の 

Expressway は TLS サーバです。 

HTTPS 経由 Web ブラウザはクライアントです。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 サーバで使用する場合は、TLS との接続を保護する前に、システム

が TCP 上で正しく動作することを確認することをお勧めします。また、TLS 用に 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。 
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注：CA 証明書または CRL の有効期限切れが許容されないようにしてください。これらの CA で署名された証明書が拒否

される場合があります。 

証明書と CRL ファイルの管理は Web インターフェイスのみで行えます。CLI を使用してインストールすることはでき 

ません。 

追加情報 

証明書の処理方法について詳しくは、Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 証明書作成および使用導入ガ

イド』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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信頼された CA 証明書リストの管理 

「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

（Security）] > [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 接続が証明書検証を要求したときは、Expressway に提示された証

明書が、このリストの信頼できる CA によって署名され、ルート CA に対する完全なトラストチェーン（中間 CA）がある

必要があります。 

 1 つ以上の 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、[参照（Browse）]をクリックして必要な 

PEM ファイルの場所を指定し、[CA 証明書の追加（Append CA certificate）]をクリックします。これにより、新

しい証明書が CA 証明書の既存リストに加えられます。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、手動で以前の証明書を削除する必要があります。 

 現在アップロードされたすべての CA 証明書をシステムの信頼できる CA 証明書の元のリストと交換するには、

[Reset to default CA certificate]をクリックします。 

 現在アップロードされた信頼できる CA 証明書のリスト全体を表示する場合、人間可読形式で表示するには[Show 

all (decoded)]をクリック、または raw 形式でファイルを表示するには[Show all (PEM file)]をクリックします 

 個別の信頼できる CA 証明書を表示するには、特定の CA 証明書の行で[View (decoded)]をクリックします。 

 1 つ以上の CA 証明書を削除するには、該当する CA 証明書の隣にあるボックスにチェックを入れて、[Delete]をク

リックします。 

注：TLS の暗号化された LDAP サーバへの接続（アカウント認証用）を確認する証明書失効リストを有効にしている場合

は、信頼できる CA 証明書ファイルに PEM でエンコードされた CRL データを追加する必要があります。 

Expressway のサーバ証明書の管理 

「サーバ証明書（Server certificate）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [サー

バ証明書（Server certificate）]）から Expressway のサーバ証明書を管理します。TLS 暗号化を使用してクライアントシ

ステムと通信するときや HTTPS を使用して Web ブラウザと通信するときに Expressway を識別するためにこの証明書を

使用します。「サーバ証明書（Server certificate）」ページを使用すると、次のことを実行できます。 

 現在ロードされている証明書に関する詳細の表示 

 証明書署名要求の生成 

 新しいサーバ証明書のアップロード 

注：RSA キーに基づく証明書を使用することを強く推奨します。DSA キーに基づく証明書など他のタイプの証明書

はテストされておらず、あらゆるシナリオで Expressway と連携するとは限りません。 

 （Expressway-E で）ACME（Automated Certificate Management Environment）サービスが自動的に CSR を 

ACME プロバイダーに送信して、生成された証明書を自動的に展開するように設定します。 

現在アップロードされている証明書の表示 

[サーバ証明書のデータ（Server certificate data）]セクションに、Expressway に現在ロードされているサーバ証明書に

関する情報が表示されます。 

 現在アップロードされているサーバ証明書を表示する場合、人間可読形式で表示するには[表示（デコード済み）（Show 

(decoded)）]をクリック、または RAW 形式でファイルを表示するには[表示（PEM ファイル）（Show (PEM file)）]を

クリックします。 

SRV-ID または XMPP-ID でフォーマットされたエントリが証明書に含まれている場合は、その証明書を表示すると、

それらのエントリは「<unsupported>」と表示されます。これは、証明書が無効であるという意味ではなく、

openssl コードでそれらの識別子を表示できないことを示します。 
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 現在アップロードされているサーバ証明書を Expressway の元の証明書に置き換えるには、[デフォルトのサーバ証

明書にリセット（Reset to default server certificate）] をクリックします。 

注：サーバ証明書を期限切れにしないでください。期限が切れるとほかの外部システムが証明書を拒否し、Expressway が

それらのシステムに接続できなくなります。 

証明書署名要求（CSR）の生成 

Expressway はサーバの証明書署名要求を生成できます。これにより、証明書要求を生成し取得するために外部メカニズム

を使用する必要がなくなります。 

CSR を生成するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [サーバ証明書（Server certificate）] に移動 

します。 

2. [CSR の作成（Generate CSR）]をクリックして[CSR の作成（Generate CSR）]ページに移動します。 

3. 証明書に必要なプロパティを入力します。 

 Expressway がクラスタの一部である場合、「サーバ証明書とクラスタ化システム（286 ページ）」を参照して

ください。 

 Expressway がユニファイドコミュニケーションのソリューションの一部である場合は、「ユニファイドコミュ

ニケーションのサーバ証明書要件（71 ページ）」を参照してください。 

 証明書要求には、証明書で使用される公開キーと、クライアントおよびサーバ認証の Enhanced Key Usage

（EKU）の拡張が自動的に含まれます。 

4. [CSR の作成（Generate CSR）]をクリックします。システムが署名要求と関連する秘密キーを生成します。 

秘密キーは、Expressway に安全に保存され、表示またはダウンロードすることはできません。認証局に対しても

秘密キーを開示してはなりません。 

5. 「サーバ証明書（Server certificate）」ページに戻ります。グローバル設定に関して実行できることは次のとおり

です。 

 認証局に送信できるように、要求をローカルファイルシステムにダウンロードします。ファイルを保存するよう

求められます（実際の表現はブラウザによって異なります）。 

 現在の要求の表示（人間可読形式で表示するには[Show (decoded)]をクリック、または raw 形式でファイルを

表示するには[Show (PEM file)]をクリックします）。 

 手動または自動 ACME の証明書に署名する CA に CSR を送信するには、ACME を使用します。 
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（注）  

 1 回に 1 つの署名要求だけを進行させることができます。これは、Expressway が現在の要求に関連付けられた秘

密キーファイルを追跡する必要があるためです。現在の要求を廃棄し、新しい要求を開始するには、[Discard CSR]

をクリックします。 

 バージョン X8.5.1 から、ユーザインタフェースにダイジェストアルゴリズムを設定するオプションがあります。デフ

ォルトでは SHA-256 に設定されており、SHA-1、SHA-384、または SHA-512 に変更するオプションがあります。 

 バージョン X8.10 以降では、SHA-1 を選択できません。 

 Let's Encrypt から返される証明書の [発行元（Issuer）] と [件名（Subject）] フィールドには、都道府県、国、組

織などの属性は含まれません。Expressway UI では CSR のこれらのフィールドにも入力する必要がありますが、入

力した値は認証局では無視されます。 

新しいサーバ証明書のアップロード 

署名付きサーバ証明書が認証局から送り戻されたら、Expressway にアップロードする必要があります。[新規証明書のアッ

プロード（Upload new certificate）]セクションを使用して、Expressway の現在のサーバ証明書を新しい証明書に置き

換えます。 

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. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [サーバ証明書（Server certificate）] に移動します。 

2. [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 PEM ファイルを選択し、アップロードします。 

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した場合は、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 がこのサーバ証明書用

の CSR を生成するために使用された場合、秘密キーファイルがすでに自動的に生成され保存されています。） 

 サーバ秘密キー PEM ファイルはパスワードで保護しないでください。 

 証明書署名要求の進行中は、サーバの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。 

ACME（Automated Certificate Management Environment）サービス 

X12.5 以降、Cisco Expressway シリーズでは、ACME (AutomatedCertificate Management Environment) プロトコルを

サポートするようになっています。このプロトコルにより、Let's Encrypt などの認証局から Cisco Expressway-E に署名

済みの証明書を自動的に導入することが可能になります。この機能の主な利点は、Expressway-E を識別するサーバ証明書

を低コストで生成できることです。したがって、MRA (モバイルおよび Remote Access) などの Expressway-E ベースの

導入環境のコストを削減できます。 

基礎となる検証メカニズムにより、この機能は MRA 導入環境に最も役立つ可能性があります。ビジネスツービジネス 

(B2B) アプリケーションでは、ACME 証明書にプライマリドメインを含めるのが常に実用的であるとは限りません。 

設定プロセスはシンプルです。Cisco Expressway-E で、証明書署名要求 (CSR) を作成するための情報を入力します。これ

により、Expressway の ACME クライアントが認証局とやり取りして証明書を要求します。Expressway によってダウンロ

ードされた証明書は、クリックするだけで導入できます。ACME 証明書の有効期間は意図的に短くされているため、この手

動による手順を行った後、証明書が期限切れにならないように更新をスケジュールできます。 
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ACME プロトコルに伴う潜在的なセキュリティ侵害の 1 つとして、Cisco Expressway-E 上のポート 80 でのインバウンド 

HTTP 接続が必要になることです。このリスクを管理するには Expressway のセキュリティ機能を使用できますが、極めて

セキュアな環境では、ACME を無効にして、任意の認証局で従来の CSR 手順を使用することもできます。 

Jabber Guest での ACME サポートの制限 

現在、Expressway では Jabber Guest 導入環境で ACME をサポートしていません。 

Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 証明書作成および使用導入ガイド』を参照してください。 

サーバ証明書とクラスタ化システム 

CSR の生成時には、1 つの要求および秘密キーの組み合わせがそのピア専用に生成されます。 

Expressway のクラスタがある場合は、各ピアで個別の署名要求を生成する必要があります。これらの要求はその後、認証

局に送信し、返されたサーバ証明書を関連する各ピアにアップロードする必要があります。 

正しいサーバ証明書が適切なピアにアップロードされていることを確認する必要があります。そうでないと、各ピアに保存

された秘密キーがアップロードされた証明書に対応しません。 

サーバ証明書とユニファイド コミュニケーション 

Expressway-C のサーバ証明書の要件 

Expressway-C サーバ証明書ではサブジェクト名の代替名のリストに、次の要素を含める必要があります。 

 Unified CM 電話セキュリティプロファイル名：暗号化された TLS 用に設定され、リモートアクセスを必要とする

デバイスに使用される Unified CM の電話セキュリティプロファイルの名前。FQDN 形式を使用し、複数のエント

リをカンマで区切ります。 

代替名としてセキュア電話プロファイルを持つことは、Unified CM がそのプロファイルを使用するデバイスからメ

ッセージを転送する場合に、Expressway-C と TLS 経由で通信できることを意味します。 

 IM and Presence チャットノードエイリアス（フェデレーテッドグループチャット）：IM and Presence サーバで

設定されるチャットノードエイリアス（例：chatroom1.example.com）。これらは、フェデレーテッド連絡先との 

TLS を介したグループチャットをサポートするユニファイドコミュニケーション XMPP フェデレーション導入にの

み必要です。 

Expressway-C は一連の IM&P サーバを検出すると、CSR にチャットノードエイリアスを自動的に含めます。 

CSR を生成するときは、チャットノードエイリアスに DNS 形式を使用することを推奨します。Expressway-E サ

ーバ証明書の代替名には、同一のチャットノードエイリアスを含める必要があります。 

図 16    Expressway-C の CSR ジェネレータでのセキュリティプロファイルおよびチャットノードエイリアスに対

するサブジェクト代替名の入力 

 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Expressway-E のサーバ証明書の要件 

Expressway-E サーバ証明書には、そのサブジェクト代替名（SAN）のリストに次の要素が含まれる必要があります。 

 Unified CM 登録ドメイン：Unified CM の登録用に Expressway-C で設定されているすべてのドメイン。エンドポ

イントデバイスと Expressway-E 間のセキュアな通信に必要です。 

Expressway の設定と Expressway-E の証明書に使用される Unified CM 登録ドメインは、サービス検出時に

_collab-edge DNS SRV レコードをルックアップするモバイルおよびリモートアクセスクライアントによって使用

されます。これにより、Unified CM での MRA 登録が有効になり、サービス検出に役立ちます。 

これらのサービス検出ドメインは SIP 登録ドメインと一致することもしないこともあります。これは展開方法により

異なるため、一致する必要はありません。たとえば、社内ネットワークの Unified CM で .local または類似するプライ

ベートドメインを使用し、Expressway-E FQDN とサービス検出にパブリックドメイン名を使用する展開の場合、

Expressway-E の証明書にパブリックドメイン名を SAN として含める必要があります。Unified CM で使用するプライ

ベートドメイン名を含める必要はありません。エッジドメインのみを SAN としてリストする必要があります。 

DNS 形式を選択し、必要な FQDN を手動で指定します。複数のドメインが必要な場合は FQDN をカンマで区切り

ます。代わりに CollabEdgeDNS 形式を選択すると、入力したドメインにプリフィックス collab-edge.が追加され

ます。この形式は、トップレベルドメインを SAN として含めたくない場合に推奨されます（次のスクリーンショッ

トの例を参照してください）。 

 XMPP フェデレーションドメイン：ポイントツーポイント XMPP フェデレーションに使用するドメイン。これらは、

IM&P サーバで設定され、XMPP フェデレーション用のドメインとして Expressway-C でも設定する必要があります。 

DNS 形式を選択し、必要な FQDN を手動で指定します。複数のドメインが必要な場合は FQDN をカンマで区切り

ます。XMPPAddress 形式を使用しないでください。この形式は CA によってサポートされない可能性があり、

Expressway ソフトウェアの将来のバージョンでは廃止される可能性があります。 

 IM and Presence チャットノードエイリアス（フェデレーテッドグループチャット）：Expressway-C の証明書で

入力されたものと同じチャットノードエイリアスのセット。フェデレーテッド連絡先との TLS を介したグループチ

ャットをサポートする音声とプレゼンスの導入にのみ必要です。 

チャットノードエイリアスのリストは、Expressway-C 対応の「CSR の作成（Generate CSR）」ページからコピ

ーできることに注意してください。 

図 17    Expressway-E の CSR ジェネレータでの Unified CM 登録ドメイン、XMPP フェデレーションドメイン、

およびチャットノードエイリアスに対するサブジェクト代替名の入力 
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証明書失効リスト（CRL）の管理 

証明書失効リストファイル（CRL）は、TLS/HTTPS を介して Expressway と通信するクライアントブラウザおよび外部シ

ステムにより提示される証明書を検証するために Expressway によって使用されます。CRL は、廃棄され Expressway と

の通信に使用できなくなった証明書を識別します。 

TLS/HTTPS クライアントおよびサーバ証明書に署名する CA の CRL データをアップロードすることを推奨します。イネ

ーブルの場合、CRL のチェックはトラストチェーンのすべての CA に適用されます。 

証明書失効ソース 

Expressway は複数のソースから証明書失効情報を取得できます。 

 CRL 分散ポイントからの CRL データの自動ダウンロード 

 証明書内のチェック対象 OCSP（Online Certificate Status Protocol）レスポンダ URI 経由（SIP TLS のみ） 

 CRL データの手動アップロード 

 Expressway の信頼できる CA 証明書ファイル内に組み込まれた CRL データ 

制限事項と使用上のガイドライン 

次の制約事項および使用上のガイドラインが適用されます。 

 SIP TLS 接続を確立するときに、[SIP]設定ページの[証明書失効確認（Certificate revocation checking）]の設定

が CRL データソースに適用されます。 

 自動的にダウンロードされた CRL ファイルが、手動でロードされた CRL ファイルを上書きする場合（SIP TLS 接

続を確認する場合、手動でアップロードされた CRL データと自動でダウンロードされた CRL データの両方を使用

する可能性がある場合は除く） 

 外部ポリシーサーバによって提示された証明書を検証する際に、Expressway は手動でロードされた CRL のみを使

用します。 

 リモートログインアカウントを認証するために LDAP サーバの TLS 接続を確認する場合、Expressway は信頼でき

る CA 証明書（[ツール（Tools）] > [セキュリティ（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA 

certificate）]）に組み込まれた CRL データのみを使用します。 

LDAP 接続の場合、Expressway はサーバの証明書配布ポイントの URL または発行する CA 証明書から CRL をダウ

ンロードしません。また、[CRL 管理（CRL management）] ページの手動または自動更新設定も使用しません。 

自動 CRL 更新 

自動 CRL 更新を実行するように Expressway を設定することを推奨します。これにより、最新の CRL が証明書の検証に

使用できるようになります。 

自動 CRL 更新を使用するように Expressway 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）] > [セキュリティ（Security）] > [CRL 管理（CRL management）] に移動します。 

2. [自動 CRL 更新（Automatic CRL updates）]を[有効（Enabled）]に設定します。 

3. Expressway が CRL ファイルを取得できる HTTP/HTTPS 分散ポイントのセットを入力します。 
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（注） 

 新しい行にそれぞれ分散ポイントを指定する必要があります。 

 HTTP/HTTPS 分散ポイントのみがサポートされます。HTTPS を使用する場合、分散ポイントのサーバ自体に有

効な証明書が必要です。 

 PEM および DER エンコード CRL ファイルがサポートされています。 

 分散ポイントは、CRL ファイルまたは複数の CRL ファイルを含む ZIP および GZIP アーカイブを直接示す場合

があります。 

 URL またはダウンロードしたアーカイブから解凍されたファイルのファイル拡張子は、Expressway がその基盤

となるファイルタイプを決定するため、重要ではありませんが、代表的な URL は次の形式となります。 

 http://example.com/crl.pem 

 http://example.com/crl.der 

 http://example.com/ca.crl 

 https://example.com/allcrls.zip 

 https://example.com/allcrls.gz 

4. [Daily update time]を入力します（UTC 単位で）。これは、Expressway が分散ポイントからその CRL の更新を

試行するおおよその時刻です。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

手動 CRL 更新 

CRL ファイルは Expressway に手動でアップロードできます。外部ポリシーサーバによって提示された証明書は、手動で

ロードされた CRL に対してのみ検証できます。 

CRL ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [CRL 管理（CRL management）] に移動します。 

2. [参照（Browse）]をクリックして、ファイルシステムから必要なファイルを選択します。また、PEM エンコード形

式である必要があります。 

3. [CRL ファイルのアップロード（Upload CRL file）] をクリックします。 

これによって、選択したファイルがアップロードされ、以前にアップロードした CRL ファイルが置換されます。 

Expressway から手動でアップロードされたファイルを削除する場合は、[失効リストの削除（Remove revocation list）]

をクリックします。 

注：認証局の CRL が期限切れの場合、その CA から発行されたすべての証明書が無効として扱われます。 

オンライン証明書ステータス プロトコル（OCSP） 

Expressway は OCSP レスポンダとの接続を確立して特定の証明書のステータスを照会することができます。Expressway 

は使用する OCSP レスポンダを、確認する証明書に示されているレスポンダ URI から決定します。OCSP レスポンダは

「良好（good）」、「失効（revoked）」、または「不明（unknown）」で証明書のステータスを送信します。 

OCSP の利点は、失効リスト全体をダウンロードする必要がないことです。OCSP は SIP TLS 接続のみでサポートされ 

ます。OCSP を有効にする方法については、以下を参照してください。 

OCSP レスポンダへ接続するには、Expressway-E からのアウトバウンドコミュニケーションが必要です。使用している 

OCSP レスポンダのポート番号（通常はポート 80 または 443）をチェックし、Expressway-E からそのポートへのアウト

バウンド通信ができることを確認します。 
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SIP TLS 接続を確認する失効の設定 

また、証明書失効確認が SIP TLS 接続でどのように管理されるかを設定する必要があります。 

1. [設定（Configuration）] > [SIP]を選択します。 

2. [証明書失効確認（Certificate revocation checking）]セクションまでスクロールし、適宜設定を行います。 

 
フィールド 説明 使用方法のヒント 

証明書失効確認モード

（Certificate 

revocation checking 
mode） 

失効確認が SIP TLS 接続の確立時に交換された証明書

に対し実行されるかどうかを制御します。 

失効確認をイネーブルにすることを推奨し

ます。 

OCSP を使用（Use 

OCSP） 

Online Certificate Status Protocol（OCSP）を証明 

書失効確認を実行するために使用するかどうかを制 

御します。 

OCSP を使用するには、以下の条件が必要

です。 

 チェック対象の X.509 証明書に OCSP 

レスポンダの URI が含まれている必要

があります。 

 OCSP レスポンダーは、SHA-256 ハッ

シュアルゴリズムをサポートしている 

必要があります。サポートされていな 

い場合、OCSP 失効チェックと証明書 

検証は失敗します。 

CRL を使用（Use 

CRLs） 

証明書失効リスト（CRL）を証明書失効確認を実行す

るために使用するかどうかを制御します。 

CRL は、証明書が OCSP をサポートして 

いない場合に使用できます。 

CRL は手動で Expressway にロードした

り、事前に設定された URI から自動的にダ

ウンロードしたりできます（証明書失効リ

スト（CRL）の管理（288 ページ）を参

照）あるいは、X.509 証明書に含まれてい

る CRL 配布ポイント（CDP）URI からも自

動的にダウンロードすることもできます。 

CDP からの CRL のダウ

ンロードを許可する

（Allow CRL down-

loads from CDPs） 

X.509 証明書に含まれる CDP URI からの CRL の 

ダウンロードを許可するかどうかを制御します。 

  

フォールバック動作

（Fallback behavior） 

たとえば、失効の送信元に連絡を取れないなど、失効

ステータスを確立できない場合に、失効確認の動作を

制御します。 

[失効として処理（Treat as revoked）]：証明書を失 

効したとして処理します（そのため、TLS 接続を許 

可しません）。 

[失効していないものとして処理（Treat as not 

revoked）]：失効していないものとして証明書を処 

理します。 

デフォルト：[Treat as not revoked] 

[失効していないものとして処理（Treat as 

not revoked）] では、失効の送信元に連絡

をとれない場合、システムは通常の方法で

稼働し続けますが、失効した証明書が承認

される可能性があることを意味します。 

 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

メンテナンス 

 

291 

証明書ベースの認証の設定 

「証明書ベースの認証設定（Certificate-based authentication configuration）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] 

> [セキュリティ（Security）] > [証明書ベースの認証設定（Certificate-based authentication configuration）]）を使用して、

クライアントブラウザの証明書から Expressway が許可クレデンシャル（ユーザ名）を取得する方法を設定します。 

この設定は、[クライアント証明書ベースのセキュリティ（Client certificate-based security）]（[システム（System）] 

ページで定義）を[証明書ベースの認証（Certificate-based authentication）]に設定している場合に必要です。この設定に

より、標準的なログインメカニズムが使用できなくなります。また、管理者（および Expressway 経由でアクセスした場合

は FindMe アカウント）は通常、スマートカード（Common Access Card（CAC）とも呼ばれる）を介して提供された有

効なブラウザ証明書を提示し、その証明書に適切な認証レベルの適切なクレデンシャルが含まれている場合にのみログイン

できることを意味します。 

証明書ベースの認証の有効化 

次に、証明書ベースの認証を有効にするための推奨手順について説明します。 

1. Expressway の信頼できる CA 証明書とサーバ証明書ファイルを（「信頼された CA 証明書（Trusted CA 

certificate）」ページと「サーバ証明書（Server certificate）」ページそれぞれに）追加します。 

2. 証明書失効リストを設定します（「CRL 管理（CRL management）」ページ）。 

3. 「クライアント証明書テスト（Client certificate testing）」ページを使用して、使用するクライアント証明書が有

効であることを確認します。 

4. [クライアント証明書ベースのセキュリティ（Client certificate-based security）]を[証明書の検証（Certificate 

validation）]に設定します（「システム管理（System Administration）」ページ）。 

5. Expressway を再起動します。 

6. 「クライアント証明書テスト（Client certificate testing）」ページを再度使用して、必要な正規表現と形式パター

ンをセットアップし、証明書からユーザ名クレデンシャルを抽出します。 

7. 正しいユーザ名が証明書から取得されていることが確認された場合にのみ、[クライアント証明書ベースのセキュリ

ティ（Client certificate-based security）]を[証明書ベースの認証（Certificate-based authentication）]に設定

します。 

認証と許可 

Expressway が証明書ベースの認証モードで動作しているときに、ユーザ認証は Expressway 外にあるプロセスを通じて管

理されます。 

ユーザが Expressway にログインしようとすると、Expressway はクライアントブラウザからの証明書を要求します。ブラ

ウザはカードリーダと連携してスマートカードから証明書を取得します（または、証明書がすでにブラウザにロードされて

いる場合もあります）。カードまたはブラウザから証明書をリリースするには、通常、ユーザは PIN を入力して自分自身

を認証するように求められます。Expressway が受信したクライアント証明書が有効な場合（信頼できる認証局によって署

名され、期限が切れておらず、CRL で失効になっていない）、ユーザは認証されていると見なされます。 

ユーザの許可レベル（読み書き、読み取り専用など）を特定するには、Expressway がユーザの許可ユーザ名を証明書から

抽出し、それを関連するローカルまたはリモートの許可メカニズムに提示する必要があります。 

クライアント証明書が（PIN またはその他の何らかのメカニズムによって）保護されていない場合は、Expressway への認

証されていないアクセスが可能になることがあります。この保護の欠如は、証明書がブラウザに保存されていない場合にも

該当しますが、証明書ストアのパスワード保護を許可するブラウザもあります。 
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証明書からのユーザ名の取得 

ユーザ名はクライアントブラウザの証明書から[正規表現（Regex）]フィールドと[ユーザ名の形式（Username format）]

フィールド（「証明書ベースの認証設定（Certificate-based authentication configuration）」ページ上）で定義された

パターンに従って抽出されます。 

 [正規表現（Regex）]フィールドに（?<name>regex）シンタックスを使用してキャプチャグループ用の名前を指定

し、関連付けられた[ユーザ名の形式（Username format）]フィールドで一致サブパターンを置換できるようにし

ます。次に例を示します。 

/(Subject:.*, CN=(?<Group1>.*))/m 

ここで定義する正規表現は、PHP 正規表現のガイドラインに準拠する必要があります。 

 [ユーザ名の形式（Username format）]フィールドには、固定テキストと[正規表現（Regex）]で使用したキャプ

チャグループの名前を組み合わせて含めることができます。各キャプチャグループ名は#を使用して、たとえば

prefix#Group1#suffix のように区切ります。各キャプチャグループ名は正規表現の処理から取得されたテキスト

に置き換えられます。 

「クライアント証明書テスト（Client certificate testing）」ページを使用して、[正規表現（Regex）]と[ユーザ名の形式

（Username format）]のさまざまな組み合わせを証明書に適用した結果をテストできます。 

緊急アカウントと証明書ベースの認証 

高度なアカウントセキュリティモードでは、リモート認証だけでなく、認証サーバが利用できない場合のために緊急アカウ

ントも指定する必要があります。「詳細アカウントセキュリティモードの設定（301 ページ）」を参照してください。 

証明書ベースの認証を使用している場合、緊急アカウントでは、クレデンシャルの一致する有効な証明書を提示することで

認証できる必要があります。 

緊急アカウントのクライアント証明書を作成し、CN を[ユーザ名の形式（Username format）]と一致させ、この証明書を

緊急管理者の証明書ストアにロードする必要があります。 

MRA オンボーディングの mTLS クライアント証明書検証の管理 

この機能は、X12.5 で Cisco Expressway シリーズに導入されたものですが、外部ソフトウェアへの依存関係があるため、

それらの依存関係が満たされて、この機能が完全にソリューションに実装されるまでは使用できません。 

mTLS の CA 証明書ページには、「信頼できる CA 証明書リストの管理（Managing the Trusted CA Certificate List）」ペ

ージ（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA 

certificate）]）からアクセスできます。このページが適用されるのは、Cisco Unified Communications 製品でモバイルお

よびリモートアクセス（MRA）用に Expressway を使用していて、アクティベーションコードによるオンボーディングが 

MRA に対して有効にされている場合のみです。 

クライアント証明書のテスト 

ここでは、「クライアント証明書テスト（Client certificate testing）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [セ

キュリティ（Security）] > [クライアント証明書テスト（Client certificate testing）]）を使用して、クライアント証明書

を確認してから、[クライアント証明書の検証（client certificate validation）]を有効にします。次の操作を実行できます。 

http://php.net/manual/en/book.pcre.php
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 Expressway の現在の信頼できる CA リストおよびロードされている場合は失効リスト（「証明書失効リストの管

理（288 ページ）」）を参照）と照合して確認し、クライアント証明書が有効であるかどうかをテストします。 

 証明書の許可クレデンシャル（ユーザ名）を取得する正規表現とテンプレートパターンを適用した結果をテストし

ます。 

次の証明書と照合してテストできます。 

 ローカルファイルシステムの証明書 

 ブラウザの現在ロードされている証明書 

証明書が有効かどうかをテストするには、次の手順を実行します。 

1. [証明書の送信元（Certificate source）] を選択します。次のいずれかを選択できます。 

 PEM またはプレーンテキストのいずれかの形式のファイルシステムからテストファイルをアップロードする（こ

の場合は、[参照（Browse）]をクリックしてテストする証明書ファイルを選択します）。 

 現在ブラウザにロードされている証明書と照合してテストする（システムが[証明書の検証（Certificate 

validation）]を使用するようにすでに設定されていて、現在、証明書がロードされている場合にのみ使用できます）。 

2. [証明書ベースの認証パターン（Certificate-based authentication pattern）]セクションを無視します。このセク

ションは許可クレデンシャルを証明書から抽出する場合にのみ使用します。 

3. [証明書の確認（Check certificate）] をクリックします。 

4. テストの結果が [証明書のテスト結果（Certificate test results）]セクションに表示されます。 

証明書から許可クレデンシャル（ユーザ名）を取得するには、次の手順を実行します。 

1. [証明書の送信元（Certificate source）]を上記で説明したように選択します。 

2. [正規表現（Regex）]フィールドと[ユーザ名の形式（Username format）] フィールドを必要に応じて設定します。

これは、証明書内で該当する文字列パターンを検索する正規表現を指定することで、指定した証明書からユーザ名

を抽出することを目的としています。現在、これらのフィールドはデフォルトで「証明書ベースの認証設定

（Certificate-based authentication configuration）」ページの設定になるように設定されていますが、必要に応

じて変更できます。 

 [正規表現（Regex）]フィールドに（?<name>regex）シンタックスを使用してキャプチャグループ用の名前を指

定し、関連付けられた[ユーザ名の形式（Username format）]フィールドで一致サブパターンを置換できるよう

にします。次に例を示します。 

/(Subject:.*, CN=(?<Group1>.*))/m 

ここで定義する正規表現は、PHP 正規表現のガイドラインに準拠する必要があります。 

 [ユーザ名の形式（Username format）]フィールドには、固定テキストと[正規表現（Regex）]で使用したキャ

プチャグループの名前を組み合わせて含めることができます。各キャプチャグループ名は#を使用して、たとえば

prefix#Group1#suffix のように区切ります。各キャプチャグループ名は正規表現の処理から取得されたテキストに

置き換えられます。 

3. [証明書の確認（Check certificate）] をクリックします。 

テストの結果が [証明書のテスト結果（Certificate test results）]セクションに表示されます。[結果の文字列

（Resulting string）]の項目はユーザ名クレデンシャルであり、関連する許可メカニズムと照合して確認され、ユ

ーザの許可（アカウントアクセス）レベルが決定します。 

4. 必要に応じて[正規表現（Regex）]フィールドと[ユーザ名の形式（Username format）]フィールドを変更し、正

しい結果が得られるまでテストを繰り返すことができます。 

[証明書の送信元（Certificate source）]がアップロードされた PEM またはプレーンテキストファイルの場合は、

テストを初めて実行したときに選択したファイルが一時的に Expressway へアップロードされます。 

http://php.net/manual/en/book.pcre.php
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 同じファイルに対して [正規表現（Regex）]と[ユーザ名の形式（Username format）]をさまざまに組み合わせ

てテストを続ける場合は、テストごとにファイルを再選択する必要はありません。 

 ファイルシステムのテストファイルの内容を変更する、または別のファイルを選択する場合は、[参照

（Browse）]を再度選択して、新しいファイルまたは変更したファイルを選択してアップロードします。 

5. [正規表現（Regex）]フィールドと[ユーザ名の形式（Username format）]フィールドをデフォルト値から変更し

て Expressway の実際の設定の値（「証明書ベースの認証設定（Certificate-based authentication 

configuration）」ページで指定）を使用した場合、[これらの設定を永続的にする（Make these settings 

permanent）]をクリックします。 

（注） 

 アップロードしたテストファイルは、ログインセッションの終了時点で Expressway から自動的に削除されます。 

 正規表現は符号化された証明書のプレーンテキストバージョンに適用されます。システムは openssl x509 -text 

-nameopt RFC2253 -noout コマンドを使用して、符号化された形式からプレーンテキストの証明書を抽出します。 

セキュア トラバーサルのテスト 

このユーティリティは、Expressway-C と Expressway-E の間でセキュアな接続を確立できるかどうかをテストします。

セキュアな接続は、ユニファイドコミュニケーションのトラバーサルゾーンでは必須ですが、通常のトラバーサルゾーンで

は任意（推奨）です。 

セキュアトラバーサルのテストが失敗した場合、可能な場合はこのユーティリティによって適切な解決策を示した警告が発

行されます。 

1. Expressway-C で[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [セキュア トラバーサルのテス

ト（Secure traversal test）]に移動します。 

2. この Expressway-C とペアにする Expressway-E の FQDN を入力します。 

3. ペアの Expressway-E に表示されるとおりに、この Expressway-C の TLS 確認名を入力します。 

この設定は、Expressway-E のトラバーサルゾーンの設定ページの SIP セクションにあります。 

4. [テスト接続（Test connection）]をクリックします。 

セキュアトラバーサルのテストユーティリティは、トラバーサルゾーンの両側のホストが互いに認識し合い、もう

一方の証明書チェーンを信頼しているかどうかを確認します。 

最小限 TLS バージョンと暗号スイートの設定 

セキュリティを強化するため、すべての暗号化セッションに TLS 1.2 以降を推奨します。必要に応じて（通常は旧式の機

器との互換性のため）、最小 TLS バージョンはバージョン 1.0 または 1.1 を使用するように設定できます。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [暗号方式（Ciphers）]ページでは、各サービスに対し

てサポートされている最小 TLS バージョンを設定できます。 

X8.10 から、次のサービスに対しセキュアな接続を確立する場合、Expressway はデフォルトで TLS バージョン 1.2 にな

ります。 

 HTTPS 

 SIP 

 XMPP 

 UC サーバディスカバリ 
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 転送プロキシ（ポート 8445 経由） 

注意：Expressway インターフェイスには組み込み転送プロキシがありますが、現在のところ、このプロキシはサ

ポートされていないため、使用しないでください。 

 リバースプロキシ 

アップグレード時には、以前の動作とデフォルト値がそのまま維持されるため、TLS バージョン 1.2 にデフォルト設定さ

れません。ただし、新しいインストールでは新しいデフォルト値が使用されます。そのため、新しいインストールでは、

Expressway に接続する必要のあるすべてのブラウザおよびその他の機器が TLS バージョン 1.2 をサポートしていること

を確認する必要があります。 

暗号スイート 

Expressway の各サービスに暗号スイートとサポートされる最小 TLS バージョンを設定できます。これらのサービスと暗

号スイートを次の表に示します。（暗号文字列は OpenSSL 形式です。) 

サービス 暗号スイートの値（デフォルト） 

転送プロキシの TLS 暗号方式 

注意：Expressway インターフェイスには組

み込み転送プロキシがありますが、現在のと

ころ、このプロキシはサポートされていない

ため、使用しないでください。 

EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

HTTPS の暗号方式 EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

リバースプロキシの TLS 暗号方式 EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

SIP の TLS 暗号方式 EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:+ADH 

UC サーバディスカバリの TLS 暗号方式 EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

XMPP の TLS 暗号方式 EECDH:EDH:HIGH:-
AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

 
Expressway がクライアント（HTTPS など）として動作できるサービスの場合、同じ最小 TLS バージョンと暗号スイート

がネゴシエートされます。 

SIP 動作 - ADH 勧告を無効にする 

一部のエンドポイント（E20 など）では、接続時に ADH のみがサポートされます。そのため、ADH はデフォルトの暗号スイ

ートで有効になっています。ただし、インバウンド接続の場合は、セキュリティ上の理由から、!ADH を追加して常に無効にす

る必要があります SIP から ADH を削除すると、一部のレガシーエンドポイントへのアウトバウンド接続が失敗します。 

既知の問題 

他の製品の TLS バージョン 1.2 のサポートに関する最新情報については、このリリースのリリースノートを参照してくだ

さい。 

再起動が必要 

- 現在 SIP では、暗号スイート設定の変更後に再起動が必要です。TLS プロトコルのバージョンでは、引き続き再起動が必

要です。 

- XCP では、暗号スイート設定または TLS プロトコルバージョンの変更後に再起動が必要です。 
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SSH の設定 

  

Expressway ペアでは SSH トンネルを使用して Expressway-E から Expressway-C にセキュアにデータを転送します。

Expressway-E が接続を開く必要はありません。Expressway-C は、固定 TCP ポートでリッスンしている Expressway-E 

との TCP セッションを開始します。セッション開始後、Expressway ペアは選択済みの暗号方式とアルゴリズムを使用し

て、データをセキュアに共有するために暗号化されたトンネルを確立します。 

Expressway ペアでトンネルの暗号化に使用する暗号方式とアルゴリズムを設定するには、次の手順に従います。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [SSH 接続（SSH configuration）]に移動します。 

2. 必要に応じて、次の設定を変更します。 

 
設定 説明 

暗号 
aes256 ctr：CTR（カウンタ）モードを使用して 256 ビットのブロックを暗号化する 

Advanced Encryption Standard。（デフォルト） 

aes256 cbc：CBC（Cipher-Block-Chaining）モードを使用して 256 ビットのブロックを暗

号化する Advanced Encryption Standard。 

公開キーアルゴリズム 
X509v3-sign-rsa（デフォルト） 

X509v3、ssh、rsa 

  

キー交換アルゴリズム 
ecdh-sha2-nistp256 

nistp384 sha2 ecdh（デフォルト) 

 

3. [保存（Save）]をクリックします。 
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マルチテナンシーのドメイン証明書とサーバ名指定について 

Cisco Hosted Collaboration Solution（HCS）の一部であるマルチテナンシーにより、サービスプロバイダーは複数のテナ

ント間で Expressway-E クラスタを共有できます。 

TLS 内のサーバ名指定（SNI）プロトコル拡張を使用して、Expressway は、TLS ハンドシェイク中にクライアントに提供

できるドメイン固有の証明書を保存および使用できるようになりました。この機能により、マルチテナント環境で MRA を

介して登録したエンドポイントのシームレスな統合が可能になり、証明書のドメイン名がクライアントのドメインと一致す

るようになります。TLS ハンドシェイク中、クライアントは ClientHello 要求に SNI フィールドを含めます。Expressway 

は証明書ストアを検索し、SNI ホスト名との一致を探そうとします。一致が見つかった場合、ドメイン固有の証明書がクラ

イアントに返されます。 

注：マルチテナントモードでは、Cisco Expressway-E の[システム（System）] > [DNS]ページで、DNS に設定されてい

るホスト名と一致するようにシステムのホスト名を設定する必要があります（X8.10.1 より前では大文字と小文字が区別さ

れます。X8.10.1 以降は大文字と小文字は区別されません）。このようにしなければ、Cisco Jabber クライアントを MRA 

に正常に登録できません。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『マルチテナントおよび Cisco Expressway』を参照してください。 

SNI のコール フロー 

1. 登録されている MRA クライアントで、ユーザが bob@example.com と入力します。ここで、example.com はユーザ

のサービスドメイン（クラスタドメイン）です。 

2. クライアントが DNS 解決を行います。 

1. _collab-edge._tls.example.com に対して DNS SRV 要求を送信します。 

2. DNS が要求に応答します。 

 単一のテナント設定の場合：通常、DNS 応答にはサービスドメイン内のホスト名（たとえば、mra-

host.example.com）が含まれます。 

 マルチテナント設定の場合：DNS が代わりに、サービスプロバイダーのドメイン内のサービスプロバイダー

の MRA ホスト名を返す場合があります。これは、ユーザのサービスドメインとは異なります（たとえば、

mra-host.sp.com）。 

3. クライアントが SSL 接続を設定します。 

1. クライアントは、SSL ClientHello リクエストに SNI 拡張子を付けて送信します。 

 DNS によって返されたホスト名がユーザのサービスドメインと同じドメインを持つ場合、DNS ホスト名は 

SNI server_name（変更なし）で使用されます。 

 それ以外の場合、ドメインが一致しなければ、クライアントは SNI server_name を DNS ホスト名とサービ

スドメインに設定します（たとえば、DNS から mra-host.sp.com が返されるのではなく、mra- 

host.example.com が返されます）。 

2. Expressway-E が証明書ストアを検索し、SNI ホスト名と一致する証明書を検索します。 

 一致するものが見つかると、Expressway-E は証明書（SAN/dnsName=SNI ホスト名）を返信します。 

 それ以外の場合、MRA はプラットフォーム証明書を返します。 

3. クライアントがサーバの証明書を検証します。 

 証明書が検証されると、SSL セットアップが続行され、SSL セットアップが正常に終了します。 

 それ以外の場合、証明書エラーが発生します。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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4. アプリケーションデータが開始されます。SIP と HTTPS の場合は、アプリケーションが SSL ネゴシエーションを

即座に開始することに注意してください。XMPP の場合は、クライアントが XMPP StartTLS を受信すると、SSL 

接続が開始されます。 

 

  

Expressway のドメイン証明書の管理 

Expressway のドメイン証明書は、「ドメイン証明書（Domain certificates）」ページ（[メンテナンス

（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）]）で管理します。これらの

証明書は、マルチテナント環境で複数の顧客が TLS 暗号化と HTTPS 経由の Web ブラウザを使用してクライアントシステ

ムと通信するために Expressway-E クラスタを共有している場合に、ドメインを識別するために使用されます。[ドメイン

証明書（domain certificate）] ページを使用すると、次のことを実行できます。 

 現在ロードされている証明書に関する詳細を表示する。 

 証明書署名要求（CSR）を生成しする。 

 新しいドメイン証明書をアップロードする。 

 ACME（Automated Certificate Management Environment）サービスが自動的に CSR を ACME プロバイダーに送

信して、生成された証明書を自動的に展開するように設定する。 

注：RSA キーに基づく証明書を使用することを強く推奨します。DSA キーに基づく証明書など他のタイプの証明書はテス

トされておらず、あらゆるシナリオで Expressway と連携するとは限りません。「信頼できる CA 証明書（Trusted CA 

certificate）」ページを使用して、この Expressway で信頼されている認証局（CA）の証明書のリストを管理します。 
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現在アップロードされているドメイン証明書の表示 

ドメインをクリックすると、ドメイン証明書データセクションに、現在 Expressway にロードされている特定のドメイン証

明書に関する情報が表示されます。 

現在アップロードされているドメイン証明書ファイルを表示する場合、人間可読形式で表示するには[表示（復号化）

（Show (decoded)）]をクリック、または RAW 形式でファイルを表示するには[表示（PEM ファイル）（Show (PEM 

file)）]をクリックします。現在アップロードされているドメインを削除するには、[削除（Delete）]をクリックします。 

注：ドメイン証明書を期限切れにしないでください。期限が切れると他の外部システムが証明書を拒否し、Expressway が

それらのシステムに接続できなくなります。 

新しいドメインの追加 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移

動します。 

2. [新規（New）]をクリックします。 

3. [新しいローカル ドメイン（New local domain）]の下で、追加するドメインの名前を入力します。有効なドメイン

名の例は 100.example-name.com です。 

4. [ドメインの作成（Create domain）] をクリックします。 

5. 新しいドメインが[ドメイン証明書（Domain certificates）] ページに追加され、ドメインの証明書のアップロード

に進むことができます。 

証明書署名要求の生成 

Expressway は、ドメイン CSR を生成できます。これにより、証明書要求を生成し取得するために外部メカニズムを使用

する必要がなくなります。 

CSR を生成するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移

動します。 

2. CSR を生成するドメインをクリックします。 

3. [CSR の作成（Generate CSR）]をクリックして[CSR の作成（Generate CSR）]ページに移動します。 

4. 証明書に必要なプロパティを入力します。 

 Expressway がクラスタの一部である場合、「ドメイン証明書とクラスタ化システム（300 ページ）」を参照し

てください。 

5. [CSR の作成（Generate CSR）]をクリックします。システムが署名要求と関連する秘密キーを生成します。秘密

キーは、Expressway に安全に保存され、表示またはダウンロードすることはできません。認証局に対しても秘密

キーを開示してはなりません。 

6. 「ドメイン証明書（Domain certificate）」ページに戻ります。グローバル設定に関して実行できることは次のと

おりです。 

 認証局に送信できるように、要求をローカルファイルシステムにダウンロードします。ファイルを保存するよう

求められます（実際の表現はブラウザによって異なります）。 

 現在の要求の表示（人間可読形式で表示するには[Show (decoded)]をクリック、または raw 形式でファイルを

表示するには[Show (PEM file)]をクリックします）。 
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（注）  

 1 回に 1 つの署名要求だけを進行させることができます。これは、Expressway が現在の要求に関連付けられた秘

密キーファイルを追跡する必要があるためです。現在の要求を廃棄し、新しい要求を開始するには、[Discard CSR]

をクリックします。 

 ユーザインターフェイスにダイジェストアルゴリズムを設定するオプションがあります。デフォルトでは SHA-256 

に設定されており、SHA-384 または SHA-512 に変更するオプションがあります。 

 ユーザインターフェイスにキーの長さを設定するオプションがあります。Expressway は、1024、2048、および 

4096 のキーの長さをサポートしています。 

新しいドメイン証明書のアップロード 

署名付きドメイン証明書が認証局から送り戻されたら、Expressway にアップロードする必要があります。[新規証明書のア

ップロード（Upload new certificate）]セクションを使用して、現在のドメイン証明書を新しい証明書に置き換えます。 

ドメイン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. [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）] に移

動します。 

2. [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、ドメ

イン証明書の PEM ファイルを選択し、アップロードします。 

3. 外部システムを使用して CSR を生成する場合は、ドメイン証明書を暗号化するために使用した、サーバ秘密キー 

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、このドメイン証明書用の 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 PEM ファイルはパスワードで保護しないでください。 

 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. [ドメイン証明書データのアップロード（Upload domain certificate data）] をクリックします。 

ACME（Automated Certificate Management Environment）サービス 

Expressway-E での ACME サービスでは、バージョン X12.5 以降から、（SNI で使用する）ドメイン証明書を要求して導

入できるようになっています。 

[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [ドメイン証明書（Domain certificates）]に移動する

と、ドメインのリストの[ACME] 列に、各ドメインの ACME サービスのステータスが示されます。 

ACME サービスを有効にするドメイン名の横にある[表示/編集（View/Edit）]をクリックします。 

ドメイン証明書用に ACME サービスを設定するプロセスは、サーバ証明書用に設定する場合と同じで、Expressway-E イ

ンターフェイスで使用する場所が異なるだけです。 

Expressway 設定ガイドページの『Cisco Expressway 証明書作成および使用導入ガイド』を参照してください。 

ドメイン証明書とクラスタ化システム 

CSR の生成時には、1 つの要求および秘密キーの組み合わせがそのピア専用に生成されます。 

Expressway のクラスタがある場合は、各ピアで個別の署名要求を生成する必要があります。これらの要求はその後、認証

局に送信し、返されたドメイン証明書を関連する各ピアにアップロードする必要があります。 

正しいドメイン証明書が適切なピアにアップロードされていることを確認する必要があります。そうでないと、各ピアに保

存された秘密キーがアップロードされた証明書に対応しません。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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高度なセキュリティ 

「高度なセキュリティ（Advanced Security）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [高度なセキュリティ

（Advanced security）]）を使用して、極めてセキュアな環境で使用するように Expressway を設定します。このページ

を表示するには、[高度のアカウントセキュリティ（Advanced Account Security）]オプションキーをインストールする

必要があります。 

システムを次のように設定できます。 

 高度なアカウントセキュリティモード 

 FIPS140-2 暗号化モード 

高度なアカウント セキュリティ モードの設定 

高度なアカウントセキュリティを有効にすると、Web インターフェイスを使用してリモートから認証されたユーザのみに

ログインアクセスが限定され、一部のシステム機能へのアクセスも制限されます。Expressway が高度なアカウントセキュ

リティモードになっていることを示すために、[分類バナー（Classification banner）]メッセージとして指定したテキスト

がすべての Web ページに表示されます。 

高度なアカウントセキュリティモードへの変更を有効にするには、システムをリブートする必要があります。 

HTTP メソッド 

Expressway の Web サーバでは、次の HTTP メソッドが許可されています。 

方法 Web UI で

の使用 

API での

使用 

用途 

GET はい はい 指定したリソースからデータを取得します。たとえば、Expressway の Web インターフェ

イスの特定のページを返します。 

POST はい はい Web リソースにデータを適用します。たとえば、管理者が Expressway の Web インター

フェイスを使用して、設定の変更を保存する場合などです。 

OPTIONS いいえ はい 指定した URL に対し、サーバでサポートされている HTTP メソッドを返します。たとえ

ば、Expressway は OPTIONS を使用して HTTP/1.1 コンプライアンス用にプロキシサーバ

をテストできます。 

PUT いいえ はい 指定した URI に保存するリソースを送信します。REST API コマンドはこのメソッドを使用

して、Expressway 設定を変更します。 

DELETE いいえ はい 指定したリソースを削除します。たとえば、REST API はレコードの削除に DELETE を使用

します。 

 

API へのユーザアクセスを無効にする方法 

管理者はデフォルトで API にアクセスできます。これは、次の 2 つの方法で無効化できます。 

 Expressway が高度なアカウントセキュリティモードで動作している場合、API アクセスはすべてのユーザで自動的

に無効になります。 

 個別の管理者の API アクセスは、ユーザ設定オプションを使用して無効にできます。 

前提条件 

高度なアカウントセキュリティモードを有効にするには、次の項目が必須です。 

 管理者アカウントにリモートアカウント認証を使用するようにシステムを設定する必要があります。 
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 高度なアカウントセキュリティのオプションキーをインストールする必要があります。 

 リモート認証が利用できない場合にアクセスできるように、ローカル管理者アカウントを作成し、緊急アカウント

として指定する必要があります。この目的にリモートアカウントを使用することはできません。 

組み込み admin アカウントを使用しないでください。 

注意：Expressway は、緊急アカウントを除いたすべてのアカウントでローカル認証を許可していません。モードを有効に

する前に、リモートディレクトリサービスが正常に機能していることを確認します。 

また、以下のようにシステムを設定することを推奨します。 

 SNMP を無効にする。 

 セッションタイムアウト期間をゼロ以外の値に設定する。 

 HTTPS クライアント証明書の検証を有効にする。 

 ユーザアカウントの LDAP サーバの設定では TLS 暗号化を使用し、証明書失効リスト（CRL）を [すべて（All）] 

に設定する。 

 リモートロギングを無効にする。 

 インシデントレポートを無効にする。 

 接続を外部マネージャに対して行う場合は、HTTPS を使用し、証明書の確認を有効にする。 

推奨されていない設定にはアラームが発行されます。 

高度なアカウント セキュリティの有効化 

高度なアカウントセキュリティを有効にするには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [高度なセキュリティ（Advanced security）] に移動します。 

2. [分類バナー（Classification banner）] に入力します。 

ここで入力したテキストがすべての Web ページに表示されます。 

3. [高度なアカウントセキュリティモード（Advanced Account Security）]を[オン（On）]に設定します。 

4. [保存（Save）]をクリックします。 

5. Expressway を再起動します（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプションの再起動（Restart options）]）。 

Expressway 機能：変更と制限 

セキュアモードのとき、標準的な Expressway 機能に対して次の変更と制限が適用されます。 

 SSH を使用したシリアルポートを通じたアクセスが無効になり、オンにできない（pwrec パスワードリカバリ機能

も使用できなくなる）。 

 HTTPS を使用したアクセスが有効になり、オフにできない。 

 コマンドラインインターフェイス（CLI）と API アクセスが使用できない。 

 管理者アカウントの認証ソースが[リモートのみ（Remote Only）]に設定され、変更できない。 

 ローカル認証が無効になる。緊急アカウントを除いて、root アカウントまたはローカル管理者アカウントではアク

セスできない。 

 緊急アカウントのみが緊急アカウントを変更できる。 
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 証明書ベースの認証を使用している場合は、緊急アカウントをクライアントの証明書のクレデンシャルで認証する

必要がある。「緊急アカウントと証明書ベースの認証（292 ページ）」を参照してください。 

 同じユーザまたは異なるユーザによるログイン試行が 3 回連続で失敗した場合に Expressway のログインアクセス

を 60 秒間ブロックする。 

 ログイン直後に現在のユーザに以前ログインした日時とそのアカウントを使用してログインに失敗した試行の詳細

を表示する 

 読み取り専用または読み取り/書き込みのアクセスレベルを持つ管理者アカウントは、[イベントログ（Event Log）]、

[設定ログ（Configuration Log）]、[ネットワークログ（Network Log）] ページを表示できない。これらのページ

を表示できるのは、監査役のアクセスレベルを持つアカウントのみである。 

 「アップグレード（Upgrade）」ページにシステムプラットフォームコンポーネントのみが表示される。 

Expressway が高度なアカウントセキュリティモードから実行されるたびに、イベントログ、設定ログ、ネットワークログ、

通話履歴、検索履歴、登録履歴がクリアされます。侵入からの保護を有効にすると、ブロックされている既存のアドレスの

ブロックが解除された状態になります。 

高度なアカウント セキュリティの無効化 

注：この操作によりすべての設定が消去されます。このモードを終了した場合、設定または履歴を維持することはできませ

ん。システムは出荷時の状態に戻ります。 

1. 緊急アカウントでログインします。 

2. 高度なアカウントセキュリティモードを無効にします（[メンテナンス（Maintenance）] >  [高度なセキュリティ

（Advanced security）]）。 

3. サインアウトします。 

4. コンソールに接続します。 

5. root としてサインインし、factory-reset を実行します。 

詳細については、「デフォルト設定の復元（工場出荷時にリセットされた状態）（376 ページ）」を参照してくだ

さい。 

FIPS140-2 暗号化モードの設定  

FIPS140 は暗号モジュールのセキュリティ要件を指定する米国およびカナダ政府の標準規格です。FIPS140-1 は 1994 年

に機密データ保護のための必須の標準規格になり、2001 年に FIPS140-2 に取って代わられました。 

Expressway X8.8 以降には、FIPS140-2 対応機能が実装されています。 

FIPS140-2 の暗号化モードの場合、暗号化のワークロードの増加によりシステムパフォーマンスが影響を受ける可能性が

あります。 

FIPS140-2 モードが有効化された Expressway をクラスタ化できます。 

前提条件 

FIPS140-2 モードを有効にする前に、次のことを実行します。 

 デバイスの認証にシステムが NTLM プロトコルチャレンジと Active Directory サービスの直接接続を使用していな

いことを確認します。NTLM は FIPS140-2 モードのときは使用できません。 

 リモート LDAP サーバを経由したログイン認証が設定されている場合、SASL バインドを使用しているときは TLS 

暗号化を使用することを確認します。 

 高度なアカウントセキュリティのオプションキーをインストールする必要があります。 
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FIPS140-2 のコンプライアンスには次の制限事項も必要です。 

 システム全体の SIP トランスポートモードの設定で、[TLS] は[オン（On）]、[TCP] は[オフ（Off）]、[UDP] は[オ

フ（Off）]に設定する必要があります。 

 すべての SIP ゾーンが TLS を使用する必要があります。 

 SNMP と NTP のサーバ接続には、強力なハッシュと暗号化を使用する必要があります。次の設定を使用します。 

[システム（System）] > [SNMP] > [v3 認証（v3 Authentication）] > [タイプ（Type）] = SHA 

[システム（System）] > [SNMP] > [v3 プライバシー（v3 Privacy）] > [タイプ（Type）] = AES 

[システム（System）] > [時間（Time）] > [NTP サーバ n（NTP server n）] > [認証（Authentication）] = [対称

キー（Symmetric key）] 

[システム（System）] > [時間（Time）] > [NTP サーバ n（NTP server n）] > [ハッシュ（Hash）] = SHA-1 

システムが仮想化アプリケーションとして動作している場合で、アップグレードプロセスを経ていない場合は、次の手順を

実行します。 

1. システムのアップグレードを実行します。現在実行しているものと同じソフトウェアリリースのバージョンにシス

テムをアップグレードできます。 

この手順を実行しないと、以下で説明するアクティベーションプロセスが失敗します。 

FIPS140-2 暗号化モードの有効化 

注意：FIPS140-2 暗号化モードへ移行するには、システムのリセットを実行する必要があります。これにより、既存のす

べての設定データが削除されます。データを保持するには、リセットを実行する直前にバックアップを実行し、リセットが

完了した時点でバックアップファイルを復元します。 

リセットによりすべての管理者アカウント情報が削除され、デフォルトのセキュリティ証明書が元の状態に戻ります。リセ

ット完了後にログインするには、最初にインストールウィザードを完了する必要があります。 

システムを FIPS140-2 暗号対応システムに変えるには、次の手順を実行します。 

1. FIPS140-2 暗号化モードを有効にします。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [高度なセキュリティ（Advanced security）] に移動します。 

2. [FIPS140-2 暗号化モード（FIPS140-2 cryptographic mode）]を [オン（On）] に設定します。 

3. [保存（Save）]をクリックします。 

2. 準拠していない設定を報告するために発生したアラームを修正します。 

3. 現在の設定データを維持する場合は、システムバックアップを実行します。すべてのバックアップをパスワードで

保護する必要があることに注意してください。 

4. システムをリセットし、FIPS140-2 モードのアクティベーションを実行します。 

1. root として Expressway にログインします。 

2. fips-activate と入力します。 

このリセットは、完了するまでに最大 30 分かかります。 

5. 指示に従ってインストールウィザードを完了します。 

6. 設定が適用されてシステムが再起動したら、設定したパスワードを使用して admin としてログインします。 

FIPS 140-2 のコンプライアンス違反に関連するアラームが表示される場合があります。リセット前に実行したバッ

クアップを復元する場合は、これらのアラームは無視します。バックアップを復元してもアラームが続く場合は対

処する必要があります。 
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7. 必要に応じて、以前のデータを復元します。 

FIPS140-2 モードの間に復元できるバックアップファイルは、[FIPS140-2 暗号化モード（FIPS140-2 

cryptographic mode）]を [オン（On）]にしたときに取得したファイルのみです。以前の管理者アカウント情報と

パスワードは復元されますが、以前の root アカウントのパスワードは復元されません。復元するデータに信頼でき

ないセキュリティ証明書が含まれている場合は、復元プロセスの一環として行われるリスタートが完了するまでに

最大 6 分かかる場合があります。 

FIPS140-2 対応機能 

次の Expressway 機能は FIPS140-2 に対応しているか、または FIPS140-2 対応アルゴリズムを使用します。 

 Web インターフェイスを使用した管理 

 クラスタリング 

 XML と REST API 

 SSH アクセス（AES または 3DES 暗号のみの使用に限定） 

 リモート LDAP サーバを介してのログイン認証（SASL バインドを使用している場合は TLS を使用すること） 

 クライアント証明書の確認 

 SIP 証明書の失効機能 

 SNMP（SNMPv3 認証は SHA1 のみに、SNMPv3 プライバシーは AES のみに限定） 

 NTP（対称キーを使用した NTP サーバ認証は SHA1 のみに限定） 

 ローカルデータベースと照合してのデバイス認証 

 TLS を使用している場合の Expressway への、または Expressway からの SIP 接続 

 Expressway への、または Expressway からの H.323 接続 

 委任クレデンシャルチェック 

 SRTP メディア暗号化 

 SIP/H.323 インターワーキング 

 ユニファイドコミュニケーションの Mobile & Remote Access（MRA） 

 TURN サーバ認証 

 バックアップ/復元操作 

 外部マネージャへの接続 

 外部ポリシーサービスへの接続 

 リモートロギング 

 インシデントレポート 

 CSR の生成 

その他の Expressway 機能は次を含めて FIPS140-2 に対応していません。 

 NTLM/Active Directory による SIP 認証 

 H.350 ディレクトリサービスと照合する SIP/H.323 デバイス認証 

 Microsoft 相互運用性サービス 

 Cisco TMSPE の使用 
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言語設定 

「言語（Language）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [言語（Language）]）で、Web ユーザインターフェ

イスに表示されるテキストに使用する言語を制御します。 

 

また、「言語（Language）」ページには、すべてのページの下部にある[言語

（Language）]リンクをクリックしても移動することができます。 

 

言語の変更 

デフォルトの言語と、個々のブラウザで使用する言語の両方を設定できます。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 

システムのデフォ 

ルト言語（System 

default language） 

Web インターフェイスで使用されるデ

フォルト言語。 

これは管理者セッションとユーザ（FindMe）セッションに適

用されます。インストールされた言語パッケージのセットか

ら選択できます。 

このブラウザ 

（This browser） 

現在のクライアントマシンの現在のブラ

ウザで使用する言語。これは、システム

のデフォルト言語か特定の代替言語のい

ずれかを使用するように設定できます。 

この設定はクライアントコンピュータで現在使用しているブ

ラウザに適用されます。別のブラウザまたは別のコンピュー

タを使用している Expressway ユーザインターフェイスにア

クセスすると、別の言語が設定されている場合があります。 

 

言語パックのインストール 

新しい言語パックをインストールしたり、既存の言語パックの更新バージョンをインストールしたりできます。 

言語パックは Expressway ソフトウェアファイルを取得したときと同じ cisco.com のエリアからダウンロードできます。

使用可能なすべての言語が 1 つの言語パックの zip ファイルに含まれています。ソフトウェアリリースと一致する、適切な

言語パックバージョンをダウンロードします。 

言語パックをダウンロードした後に、ファイルを解凍して一連の .tlp ファイルを抽出します。サポートされている言語ごと

に 1 つのファイルがあります。 

.tlp の言語パッケージファイルをインストールするには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [言語（Language）] に移動します。 

2. [参照（Browse）] をクリックし、アップロードする.tlp 言語パッケージファイルをクリックします。 

3. [インストール（Install）]をクリックします。 

選択した言語パックが検証され、アップロードされます。これには数秒かかることがあります。 

4. 別の言語をインストールするには、ステップ 2 と 3 を繰り返します。 

使用可能な言語のリストについては、使用しているソフトウェアバージョンの関連リリースノートを参照してください。 

次の点に注意してください。 

 英語（en_us）はデフォルトでインストールされ、常に使用できるようになっています。 

 独自の言語パッケージは作成できません。言語パックはシスコからのみ取得できます。 

 Expressway ソフトウェアの最新バージョンにアップグレードすると、「Language pack mismatch」のアラームが

表示されます。関連付けられた言語パックの最新バージョンをインストールし、すべてのテキストが選択した言語

で使用できることを確認する必要がある場合があります。 
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言語パッケージの削除 

言語パッケージを削除するには、次の手順を実行します。 

1. 「言語（Language）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [言語（Language）]）に移動します。 

2. インストールされた言語パックのリストから、削除する言語パッケージを選択します。 

3. [削除（Remove）]をクリックします。 

4. 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい（Yes）]をクリックします。 

選択した言語パックが削除されます。これには数秒かかることがあります。 

Expressway データのバックアップと復元 

「バックアップと復元（Backup and restore）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] >  [バックアップと復元

（Backup and restore）]）を使用して、Expressway データのバックアップファイルを作成し、Expressway を以前保存

した設定に復元します。 

バックアップ ファイルを作成するタイミング 

バックアップを定期的に作成し、さらに次の状況でも常に作成することをお勧めします。 

 アップグレードを実行する前 

 システムの復元を実行する前 

 デモ環境およびテスト環境（既知の設定に Expressway を復元できるようにする場合） 

バックアップ内容 

バックアップファイルに保存されるデータは次のとおりです。 

 ブートストラップキー（X8.11 以降） 

 システム構成時の設定 

 クラスタリング設定 

 ローカル認証データ（リモートで管理するアカウントの Active Directory クレデンシャルではありません） 

 ユーザアカウントとパスワードの詳細 

 サーバセキュリティ証明書と秘密キー 

 コールの詳細レコード（Expressway の CDR サービスが有効になっている場合） 

注：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。 

クラスタ化システム 

クラスタ内のピアのバックアップと復元の詳細については、「クラスタのアップグレード、バックアップ、 

および復元」（162 ページ）」を参照してください。 
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システム バックアップの作成 

はじめる前に 

 X8.11 以降、バックアップファイルは常に暗号化されるようになっています。バックアップファイルにはブートス

トラップキー、認証データ、およびその他の機密情報が含まれるためです。 

 バックアップを復元できるシステムは、そのバックアップを作成したソフトウェアと同じバージョンを実行してい

るシステムに限られます。 

 ある Expressway でバックアップを作成し、別の Expressway でこのバックアップを復元することができます。た

とえば、元のシステムが失敗した場合などです。復元するには、古いシステムで使用していたのと同じオプション

キーを新しいシステムにインストールする必要があります。 

別の Expressway で実行したバックアップを復元しようとすると警告メッセージが表示されますが、続行できます。 

（FIPS140-2 暗号化モードを使用している場合）FIPS 非準拠システムで作成されたバックアップを FIPS モードで

稼動するシステム上で復元することはできません。FIPS 準拠システムのバックアップを FIPS 非準拠システム上で

復元することはできます。 

 Expressway 間のデータをコピーするためにバックアップを使用しないでください。使用すると、システム固有情

報（IP アドレスなど）が重複します。 

 バックアップファイルには機密情報が含まれるため、テクニカルサポートを受ける場合にこの情報をシスコに送ら

ないでください。代わりにスナップショットと診断ファイルを使用します。 

パスワード 

 X8.11 以降、すべてのバックアップはパスワードで保護する必要があります。 

 以前のバックアップを復元する際、そのバックアップの作成後に管理者アカウントのパスワードが変更されている

場合は、復元後最初にログインするときに、古いパスワードを入力する必要があります。 

 Active Directory のクレデンシャルは、システムのバックアップファイルに含まれていません。NTLM のデバイス認

証を使用する場合は、Active Directory のパスワードを入力して復元後に Active Directory ドメインに再参加する必

要があります。 

 バックアップと復元するためには、緊急アカウントのパスワードを標準的な管理者アカウントパスワードと同じよ

うに処理します。 

プロセス 

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. [暗号化パスワード（Encryption password）] に、バックアップファイルの暗号化に使用するパスワードを入力します。 

注意：バックアップ ファイルを復元する際は、このパスワードが必要になります。 

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まで待機します。これには数分かかることがあります。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。 
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5. バックアップファイルが作成されると、ファイルを保存するように求められます。デフォルトのファイル名では次

の形式が使用されます： 

_<software version>_<hardware serial number>_<date>_<time>backup.tar.enc Internet Explorer を使用して

いる場合、デフォルトのファイル拡張子は.tar.gz.gz となります。（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。サポート対象のブラウザを使用してバックアップファイルを作成し、復元できます。） 

6. セキュアな場所にバックアップファイルを保存します。 

以前のバックアップの復元 

はじめる前に 

注意：CE1100 またはそれ以前のアプライアンスのバックアップから CE1200 アプライアンスに Expressway-E を復元す

る場合、CE1200 アプライアンスは Expressway-C として復元される場合があります。この問題が発生するのは、

CE1100 または以前のアプライアンスでサービス セットアップ ウィザードを使用してタイプを Expressway-C に変更し

た後、ウィザードをスキップして設定を完全に完了しなかった場合です。この問題を回避するには、アプライアンスをバッ

クアップする前に、サービス セットアップ ウィザードを実行してタイプを Expressway-E に変更し、ウィザードを完了す

るようにしてください。 

 復元するバックアップファイルのパスワードが必要です。 

 復元を実行する前に、Expressway ユニットのサービスを停止の状態にすることを推奨します。 

 復元プロセスには、元のソフトウェアバージョンに戻す初期設定へのリセットが含まれます。その後、バックアッ

プの作成時に実行していたのと同じソフトウェアバージョンへのアップグレードを行います。 

 バックアップが古い場合（希望するバージョンよりも以前のバージョンで作成されていた場合）は、復元後に次の

追加手順を実行する必要があります。 

1. ソフトウェアバージョンを必要な最新バージョンにアップグレードします。 

2. バックアップの作成後に加えられたすべての設定変更を手動でやり直します。 

 （FIPS140-2 暗号化モードを使用している場合）FIPS 非準拠システムで作成されたバックアップを FIPS モードで

稼動するシステム上で復元することはできません。FIPS 準拠システムのバックアップを FIPS 非準拠システム上で

復元することはできます。 

 システムがクラスタの一部である場合には Expressway にデータを復元できません。クラスタから最初に削除する必要

があります。詳細については、「クラスタアップグレード、バックアップとリストア（162 ページ）」を参照してく

ださい。 

パスワード 

 X8.11 以降、すべてのバックアップはパスワードで保護する必要があります。 

 以前のバックアップを復元する際、そのバックアップの作成後に管理者アカウントのパスワードが変更されている

場合は、復元後最初にログインするときに、古いパスワードを入力する必要があります。 

 Active Directory のクレデンシャルは、システムのバックアップファイルに含まれていません。NTLM のデバイス認

証を使用する場合は、Active Directory のパスワードを入力して復元後に Active Directory ドメインに再参加する必

要があります。 

 バックアップと復元するためには、緊急アカウントのパスワードを標準的な管理者アカウントパスワードと同じよ

うに処理します。 
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プロセス 

Expressway を以前の設定のシステムデータに復元するには、次の手順を実行します。 

1. 最初に、「デフォルト設定の復元（工場出荷時の状態にリセット）（376 ページ）」の説明のとおりに初期設定への

リセットを実行します。これにより、設定データが削除され、システムが元の状態に戻ります。システムを最初にセッ

トアップしてからアップグレードしている場合は、リセットしても現在のソフトウェアバージョンが維持されます。 

2. バックアップの作成時に実行していたのと同じソフトウェアバージョンにシステムをアップグレードします。 

 スタンドアロンシステムの場合は、アップグレード手順（1 ページ）を参照してください。 

 クラスタ化システムの場合は、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照

してください。 

3. これで次のようにバックアップからシステムを復元することができます。 

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. [復元（Restore）]セクションで[参照（Browse）]をクリックし、復元するバックアップファイルを選択します。 

3. [復号パスワード（Decryption password）]フィールドに、バックアップファイルの作成に使用したパスワー

ドを入力します。 

4. [システムバックアップファイルのアップロード（Upload system backup file）] をクリックします。 

5. Expressway がファイルを確認した後、「復元の確認（Restore confirmation）」ページが表示されます。 

 バックアップファイルが無効である場合、または誤った復号パスワードが入力された場合は、[バックアップ

と復元（Backup and restore）]の上部にエラーメッセージが表示されます。 

 現在のソフトウェアバージョンとコール数が表示されます。 

6. 表示される警告メッセージを確認してから続行します。 

7. 復元を続行するには、[システムの復元を続行する（Continue with system restore）]をクリックします。 

これにより、システムが再起動するため、アクティブコールがないことを確認します。 

8. システムの再起動後、「ログイン（Login）」ページが表示されます。 

4. バックアップファイルが古い場合のみ、この手順が適用されます。つまり、バックアップの作成後にソフトウェア

バージョンがアップグレードされた場合、システム設定が変更された場合です。この場合、次のように計算します。  

1. システムを再びアップグレードします。この場合は、システムに必要なソフトウェアバージョンにアップグレー

ドします。 

2. バックアップ後に加えた設定変更をやり直します（復元したシステムでその変更がまだ必要な場合）。 

診断ツール 

ここでは、診断ツールの使用方法について説明します。 

 診断のロギング 

 システムスナップショット 

 ネットワークログとサポートログの高度なロギング設定ツール 

 インシデントレポート 

X8.10 から、Expressway は SIP「セッション識別子」をサポートすることができます。コールのすべてのデバイスがセッ

ション識別子を使用していると仮定すると、このメカニズムは SIP ヘッダーの[セッション ID（Session-ID）]フィールド

を使用して、コールのトランジット全体を通して一意のコードを維持します。セッション識別子は、Expressway サーバ上

の特定のコールを検索して追跡するために使用できるので、複数のコンポーネントにかかわるコールの問題を調査する場合

に便利です。セッション識別子のサポートには、インターワーキングされた SIP/H.323 コールの SIP 側、および Microsoft 

システムとの間のコールが含まれます。セッション識別子は、RFC 7989 で定義されています。 

https://tools.ietf.org/html/rfc7989
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診断ロギングの設定 

システムの問題のトラブルシューティングに、[診断のロギング（Diagnostic logging）]ツール（[メンテナンス

（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [診断のロギング（Diagnostic logging）]）を使用できます。 

これにより、ある期間にわたるシステムアクティビティの診断ログを生成し、シスコのカスタマーサポート担当者に送信で

きるようにログをダウンロードすることができます。ロギングの進行中に tcpdump を採取して、その後ダウンロードする

こともできます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）]> [診断（Diagnostics）] > [診断のロギング（Diagnostic logging）] を選択します。 

2. 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。 

3. [新規ログを開始（Start new log）]をクリックします。 

4. （任意）マーカーテキストを入力して、[マーカーの追加（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するこ

とができます。これは、ダウンロードされた診断ログファイルで該当するセクションを識別するのに役立ちます。 

 診断ログの進行中に、必要に応じた数のマーカーを追加できます。 

 マーカーのテキストは「DEBUG_MARKER」タグでログに追加されます。 

5. 診断ログにトレースするシステムの問題を再現します。 

6. [ログの停止（Stop Logging）]をクリックします。 

7. [ログの収集（Collect Logs）]をクリックします。 

8. ログの収集が完了したら、[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促されます（実際の表現はブラウザによって異なります）。 

ログを再度ダウンロードするには 

ログを再度ダウンロードする場合は、[ログ収集（Log Collection）]ボタンを使用することで再度収集できます。ボタンが

グレー表示されている場合は、まず、ブラウザでページを更新してください。 

ダウンロードした診断ログアーカイブには、以下のファイルが含まれています。 

 loggingsnapshot_<システムホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング期間中に実行されたアクティビティに応じ

たログメッセージが記録されています。 

 xconf_dump_<システムホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング開始時のシステム設定に関する情報が記録さ

れています。 

 xconf_dump_<system host name>_<timestamp>.xml：XML 形式での xconfig のさらに完全なバージョン 

 xstat_dump_<システムホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング開始時のシステムのステータスに関する情報が

記録されています。 

 xstat_dump_<system host name>_<timestamp>.xml：XML 形式での xstatus のさらに完全なバージョン 

 （該当する場合）ethn_diagnostic_logging_tcpdumpx_<システムホスト名>_<タイムスタンプ>.pcap：ロギング

期間中にキャプチャされたパケットが記録されています。 

これらのファイルは、要求された場合、シスコのサポート担当者に送信できます。 

注意：tcpdump ファイルには機密情報が含まれている可能性があります。tcpdump ファイルは、信頼できる受信者にのみ送

信してください。送信前にファイルを暗号化し、アウトオブバンドで復号パスワードを送信することを考慮してください。 
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次の点に注意してください。 

 同時に生成できる診断ログは 1 つのみで、新しい診断ログを作成すると前に生成されたログは置き換えられます。 

 Expressway は、統合されたログファイルにすべてのシステムアクティビティを記録します。診断ログ機能は、こ

の統合ログの一部を抽出することによって動作します。ビジーシステムでは、時間が経過すると統合ログファイル

がいっぱいになり、現在のアクティビティのロギングを継続できるように履歴ログデータが廃棄される可能性があ

ります。これは、診断ログのすべてまたは一部が上書きされる可能性があることを意味します。部分的な診断ログ

ファイルをダウンロードしようとすると、システムが警告します。 

 診断ログは停止するまで、複数のログインセッションやシステムの再起動などをまたいで、すべてのシステムアク

ティビティを記録し続けます。 

 診断ログを起動すると、関連するシステムモジュールのログレベルが自動的に「デバッグ」に設定されます。「冗

長ログレベルが設定されました（Verbose log levels）」というメッセージは無視してかまいません。ロギングを停

止すると、ログレベルは元の値にリセットされます。 

 診断のロギングは、Web インターフェイスを通じてのみ制御できます。CLI オプションはありません。 

 tcpdump には最大ファイルサイズが 50 MB という制限があります。 

クラスタ化システム 

また、診断のロギングは、Expressway がクラスタの一部である場合も使用できます。ただし、一部のアクティビティは

「現在」のピア（管理者として現在ログインしているピア）にしか適用されません。 

 ロギングの開始操作と停止操作は、現在のピアには関係なくクラスタ内のすべてのピアに適用されます。 

 tcpdump 操作は、現在のピアには関係なくクラスタ内のすべてのピアに適用されます。 

 各クラスタピアは独自の統合ログを維持し、そのピアでのみ発生するアクティビティを記録します。 

 マーカーテキストは、現在のピアにのみ適用されます。 

 現在ピアからの診断ログのみダウンロードできます。 

 他のピアのログへのマーカの追加、または他のピアからの診断ログのダウンロードを行うには、そのピアに管理者

としてログインする必要があります。 

デバッグを目的として包括的な情報を収集する場合は、クラスタ内のピアごとに診断ログを抽出することを推奨します。 

システム スナップショットの作成 

「システム スナップショット（System snapshot）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断

（Diagnostics）] > [システムスナップショット（System snapshot）]）では、診断目的で使用できるファイルを作成で

きます。これらのファイルは、経験している問題のトラブルシューティングに役立てるため、要求されたときにサポート担

当者に送信する必要があります。 

いくつかのタイプのスナップショットファイルを作成できます。 

 ステータススナップショット：システムの現在の設定とステータス設定が含まれています。 

 ログスナップショット：ログファイル（イベントログ、設定ログ、ネットワークログなど）情報が含まれます。 

 完全なスナップショット：すべてのシステム情報の完全なダウンロードが含まれています。このスナップショット

ファイルの準備の完了には数分かかる場合があり、スナップショットの進行中にシステムパフォーマンスが低下す

る可能性があります。 
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システムスナップショットファイルを作成するには、次の手順に従います。 

1. スナップショットファイルのダウンロードを開始するには、いずれかのスナップショットボタンをクリックします。

通常、サポート担当者が、どのタイプのスナップショットファイルが必要であるかを示します。 

 スナップショット作成プロセスが開始されます。このプロセスはバックグラウンドで動作します。必要に応じて

スナップショットページから離れ、後で戻ってきて生成されたスナップショットファイルをダウンロードするこ

とができます。 

 スナップショットファイルが作成されると、[スナップショットのダウンロード（Download snapshot）]ボタン

が表示されます。 

2. [スナップショットのダウンロード（Download snapshot）] をクリックします。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）。サポート担当者に簡

単にファイルを送信できる場所を選択します。 

ネットワーク ログ レベルの設定 

「ネットワーク ログの設定（Network Log configuration）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断

（Diagnostics）] > [詳細設定（Advanced）] > [ネットワークログの設定（Network Log configuration）]）を使用して、

ネットワークログメッセージモジュールの範囲のログレベルを設定します。 

注意：ログレベルを変更すると、システムのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。シスコカスタマーサポート

のアドバイスがあった場合にのみ、ログレベルを変更してください。 

ログレベルを変更するには、次の手順を実行します。 

1. ログレベルを変更するモジュールの名前をクリックします。 

2. ドロップダウンリストから必要なレベルを選択します。 

 ログレベルの[致命的（Fatal）]は冗長性が最も低く、[トレース（Trace）]は冗長性が最も高いレベルです。 

 各メッセージのカテゴリには、デフォルトで[情報（Info）]のログレベルが設定されます。 

3. [保存（Save）]をクリックします。 

サポート ログ レベルの設定 

[サポート ログの設定（Support Log configuration）]ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断

（Diagnostics）] > [詳細設定（Advanced）] > [サポート ログの設定（Support Log configuration）]）を使用して、サ

ポートログメッセージモジュールの範囲にログレベルを設定します。 

注意：ログレベルを変更すると、システムのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。シスコカスタマーサポート

のアドバイスがあった場合にのみ、ログレベルを変更してください。 

ログレベルを変更するには、次の手順を実行します。 

1. ログレベルを変更するモジュールの名前をクリックします。 

2. ドロップダウンリストから必要なレベルを選択します。 

 ログレベルの[致命的（Fatal）]は冗長性が最も低く、[トレース（Trace）]は冗長性が最も高いレベルです。 

 各メッセージのカテゴリには、デフォルトで[情報（Info）]のログレベルが設定されます。 

3. [保存（Save）]をクリックします。 
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インシデント レポート 

Expressway のインシデントレポート機能は、アプリケーションの障害などの重要なシステム問題に関する情報を自動的に

保存します。次の操作を実行できます。 

 シスコカスタマーサポートへレポートを自動的に送信するように Expressway を設定する 

 Expressway の Web インターフェイスからレポートを表示する 

 手動でレポートをダウンロードしてシスコに送信する（通常はシスコのカスタマーサポートの要求による） 

これらのレポートに含まれている情報をシスコのカスタマーサポートによる障害の原因の診断に使用できます。このプロセ

ス中に収集されたすべての情報は社外秘として扱われ、問題を診断して解決する目的のみにシスコの担当者が使用します。 

インシデント レポートに関する注意：プライバシー保護された個人データ 

シスコに対するレポートにプライバシー保護された個人データが含まれることは決してありません。 

プライバシー保護された個人データは、将来、過去、および既存の顧客、従業員、およびその他のすべての個人または団体

に関する個人情報が含まれている、顧客が何らかの方法で情報源から受け取るか導出する個人または団体に関するすべての

情報を意味します。プライバシー保護された個人データには、名前、住所、電話番号、電子アドレス、社会保障番号、クレ

ジットカード番号、顧客の機密ネットワーク情報（47 U.S.C. § 222 で定義されている内容、およびその施行規則）、IP ア

ドレスまたはその他のハンドセット ID、アカウント情報、信用情報、人口統計学的情報、および単独または他のデータと

の組み合わせで特定の個人に固有の情報を提供できるその他の情報が、制限なく含まれます。 

プライバシー保護された個人データは、レポートを自動的に送信するように EXPRESSWAY が設定されている場合もシス

コに送信されないことを確認してください。 

このような情報の漏洩を防ぐことができない場合は、自動設定機能は使用しないでください。代わりに、「インシデントの

詳細（Incident detail）」ページのデータをコピーしてテキストファイルに貼り付けます。その後、シスコのカスタマーサ

ポートにファイルを転送する前に、機密情報を削除できます。 

インシデントレポートは、常にローカルに保存され、「インシデントビュー（Incident view）」ページで表示できます。 

自動インシデント レポートの有効化 

自動インシデントレポートを有効にする前に、プライバシー保護された個人データに関する注意をお読みください。 

インシデントレポートをシスコカスタマーサポートに自動的に送信するように Expressway 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）] > [診断（Diagnostics）] > [インシデントレポート（Incident reporting）] > [設

定（Configuration）] に移動します。 

2. [インシデントレポート送信モード（Incident reports sending mode）]を[オン（On）]に設定します。 

3. エラーレポートの送信先の Web サーバの[インシデントレポートの URL（Incident reports URL）]を指定します。 

デフォルトは https://cc-reports.cisco.com/submitapplicationerror/です。 

4. オプション。シスコのカスタマーサポートがエラーレポートのフォローアップに使用できる[連絡先の電子メールア

ドレス（Contact email address）]を指定します。 

5. オプション。インシデントサーバへの接続に使用する[プロキシサーバ（Proxy server）]を指定します。 

（http|https）://address:port/ という形式を使用してください（例：http://www.example.com:3128/）。 

6. [コアダンプの作成（Create core dumps）]が[オン（On）]に設定されていることを確認します。これは、役立つ

診断情報が提供されるため、推奨される設定です。 
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注：[インシデントレポート送信モード（Incident reports sending mode）]が[オフ（Off）]に設定されている場合、イン

シデントはどの URL にも送信されませんが、ローカルに保存され、「インシデントの詳細（Incident detail）」ページか

ら表示およびダウンロードできます。 

インシデント レポートを手動で送信 

インシデントレポートをシスコに手動で送信するかどうかを決定する前に、プライバシー保護された個人データに関する注

意をお読みください。 

インシデントレポートをシスコのカスタマーサポートに手動で送信するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [インシデントレポート（Incident reporting）] > [表

示（View）] に移動します。 

2. 送信するインシデントをクリックします。「インシデントの詳細（Incident detail）」ページが表示されます。 

3. ページの下部にスクロールし、[インシデントレポートのダウンロード（Download incident report）] をクリック

します。オプションで、ファイルを保存できます。 

4. ファイルをシスコカスタマーサポートに転送できる場所に保存します。 

レポートからの機密情報の削除 

ダウンロードしたインシデントレポートは Base64 でエンコードされており、そのファイル内の情報について意味のある表

示や編集を行うことはできません。 

シスコに送信する前にレポートを編集する必要がある場合は（たとえば、機密情報と考えられるものを削除する必要がある

場合）、「インシデントの詳細（Incident detail）」ページの情報をコピーしてテキストファイルに貼り付け、そのファイ

ル内の情報を編集してからシスコに送信する必要があります。 

インシデント レポートの表示 

「インシデント ビュー（Incident view）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [インシ

デント レポート（Incident reporting）] > [表示（View）]）には、Expressway が最後にアップグレードされてから発生

したすべてのインシデントレポートのリストが表示されます。各インシデントに対するレポートが生成され、これらのレポ

ートに含まれている情報をシスコのカスタマーサポートによる障害の原因の診断に使用できます。 

各レポートについて、以下の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

時間（Time） インシデントが発生した日時。 

バージョン（Version） インシデントが発生したときに実行していた Expressway ソフトウェアのバージョン。 

ビルド（Build） インシデントが発生したときに実行していた Expressway ソフトウェアバージョンの内部ビルド

番号。 

状態（State） インシデントの現在の状態。 

[保留中（Pending）]：インシデントがローカルに保存されたが送信されていないことを示します。 

[送信済み（Sent）]：インシデントの詳細が [インシデント レポートの設定（Incident reporting 

configuration）] ページで指定された URL に送信されたことを示します。 

 

特定のインシデントレポートに含まれている情報を表示するには、レポートの [時間（Time）]をクリックします。「インシデント

の詳細（Incident detail）」ページが表示され、画面上にレポートを表示するか、またはシスコのカスタマーサポートに手動で転

送するために XML ファイルとしてダウンロードすることができます。 
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インシデント レポートの詳細 

「インシデントの詳細（Incident detail）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [インシ

デント レポート（Incident reporting）] > [表示（View）]、次にレポートの[時間（Time）]をクリック）には、特定のイ

ンシデントレポートに含まれている情報が表示されます。 

[インシデントレポート送信モード（Incident reports sending mode）]（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断

（Diagnostics）] > [インシデントレポート（Incident reporting）] > [設定（Configuration）]を使用）が有効になってい

る場合、これは外部 Web サービスに送信される情報です。また、これは、[Download incident report]をクリックした場合

に Base64 でエンコードされた XML ファイルとしてダウンロードされる情報と同じです。 

レポートに含まれている情報は、次のとおりです。 

フィールド 説明 

時間（Time） インシデントが発生した日時。 

バージョン（Version） インシデントが発生したときに実行していた Expressway ソフトウェアのバージョン。 

ビルド（Build） インシデントが発生したときに実行していた Expressway ソフトウェアバージョンの内部ビ 

ルド番号。 

名前（Name） ソフトウェアの名前。 

システム（System） システム名（設定されている場合）、または IP アドレス。 

シリアル番号（Serial 

number） 

ハードウェアのシリアル番号。 

プロセス ID（Process 

ID） 

インシデントが発生したときに Expressway アプリケーションに設定されていたプロセス ID。 

リリース（Release） これが（開発ビルドではなく）リリースビルドであるかどうかを示す true/false フラグ。 

ユーザ名（User name） このソフトウェアを構築した担当者の名前。リリースビルドの場合は空白です。 

スタック（Stack） インシデントの原因となった実行スレッドのトレース。 

デバッグ情報（Debug 

information） 

すべてのスレッドのアプリケーションコールスタックの完全なトレースおよびレジスタの値。 

 

注意：各コールスタックについて、デバッグ情報には機密情報が含まれている可能性がある変数の内容が含まれています

（たとえば、エイリアス値や IP アドレスなど）。ご使用の導入環境で、この情報に特定の個人に固有の情報が含まれてい

る可能性がある場合は、自動インシデントレポートを有効にするかどうかを決定する前に、プライバシー保護された個人デ

ータに関する注意をお読みください。 

パターンの効果の確認 

[パターンの確認（Check pattern）]ツール（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [パターンの確認

（Check pattern）]）では、Expressway に設定するパターンまたはトランスフォーメーションで期待した結果を得られる

かどうかをテストできます。 

次の設定時にパターンを使用できます。 

 トランスフォーメーションで何らかの検索を実行する前に変換するエイリアスを指定する 

 検索ルールで検索するエイリアスに基づいて検索をフィルタリングし、検索をゾーンに送信する前にエイリアスを

変換する 
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このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. トランスフォーメーションに対してテストする[エイリアス（Alias）]を入力します。 

2. [パターン（Pattern）]セクションで、テストする[パターン文字列（Pattern string）]の[パターンタイプ（Pattern 

type）]と[パターン動作（Pattern behavior）]の組み合わせを入力します。 

 [パターン動作（Pattern behavior）]に[置換（Replace）]を選択した場合は、[置換文字列（Replace string）]

も入力する必要があります。 

 [パターン動作（Pattern behavior）]に[プレフィックスの追加（Add prefix）]または[サフィックスの追加

（Add suffix）]を選択した場合は、[パターン文字列（Pattern string）]の前または後ろに追加する[追加テキス

ト（Additional text）]文字列も入力する必要があります。 

 Expressway には、特定の設定要素との照合に使用できる、事前に設定された一連のパターンマッチング変数が

備わっています。 

3. [パターンの確認（Check pattern）]をクリックし、エイリアスがパターンと一致するかどうかをテストします。 

[結果（Result）]セクションに、エイリアスがパターンと一致するかどうかが示され、結果のエイリアス（該当する

場合はトランスフォーメーションの効果も含む）が表示されます。 

エイリアスの検出 

[検索（Locate）]ツール（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [検索（Locate）]）では、

Expressway が指定したエイリアスで識別されたエンドポイントを、指定したホップ回数以内に、そのエンドポイントに実

際にコールを発信することなく検出できるかどうかをテストできます。 

このツールは、ダイヤルプランやネットワーク導入の問題を診断する際に役立ちます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. 検索する[エイリアス（Alias）]を入力します。 

2. 検索の[ホップカウント（Hop count）]を入力します。 

3. 検索を開始するために使用する[プロトコル（Protocol）]として[H.323]または[SIP]のいずれかを選択します。検索

プロセス時に検索がインターワーキングされる可能性がありますが、Expressway は常にネイティブプロトコルを

最初に使用して検索ルールと関連付けられた同じプライオリティのターゲットゾーンとポリシーサービスを検索し

てから、代替プロトコルを使用して、それらのゾーンを再度検索します。 

4. 検索要求をシミュレーションする[ソース（Source）]を選択します。[デフォルトゾーン（Default Zone）]（不明な

リモートシステム）、[デフォルトサブゾーン（Default Subzone）]（ローカルに登録されたエンドポイント）、ま

たはそのほかの設定済みのゾーンまたはサブゾーンから選択します。 

5. 要求を[認証済み（Authenticated）]として処理するかどうかを選択します（認証されたメッセージのみに適用する

ように検索ルールを制限できます）。 

6. 任意で、[送信元エイリアス（Source alias）] を入力することができます。通常、これは、送信元エイリアスに依

存するルールがある CPL をルーティングプロセスで使用している場合にのみ関係します（値が指定されていない場

合は、デフォルトのエイリアスの xcom-locate が使用されます）。 

7. [検索（Locate）]をクリックして検索を開始します。 

ステータスバーに[検索しています...（Searching...）]と表示され、その後に[検索が完了しました（Search 

completed）]と表示されます。結果には、検索したゾーンのリスト、適用したトランスフォーメーションとコール

ポリシー、検出された場合はエイリアスが存在するゾーンが含まれます。 

検索プロセスは、選択した[送信元ゾーン（Source zone）]から Expressway がコール要求を受信したかのように実行され

ます。詳細については、「コールルーティングプロセス（166 ページ）」の項を参照してください。 
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サービスアビリティ 

「サービスアビリティ（Serviceability）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [サービスアビリティ

（Serviceability）]）を使用して、Expressway 上の Smart Call Home を設定します。 

Smart Call Home の概要 

この機能は、Expressway X12.5 で非推奨となり、以降のリリースではサポートが終了します。 

Smart Call Home は、Expressway の組み込みサポート機能です。プロアクティブな診断とリアルタイムのアラートを提供

し、高いネットワーク可用性と運用効率の向上を実現します。Smart Call Home は、スケジュールベースの通知とイベント

ベースの通知をユーザに送信します。 

 スケジュールベースの通知: インベントリ、テレメトリー、および設定に関するメッセージです。これらのメッセー

ジを使用してデバイスレポートを生成し、障害の傾向を特定することでハードウェアとソフトウェアの品質を向上

させます。これらの通知は、毎月 1 日に送信されます。 

 イベントベースの通知: Expressway ですでにサポートされているアドホックイベントです (アラームや ACR など) 。

これらの通知は、イベントが発生すると Smart Call Home サーバにポストされます。 

ポートの使用 

[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [ポートの使用状況（Port usage）]メニューのページは、

Expressway で設定されたすべての IP ポートが表形式で表示されます。 

これらのページに表示される情報は、その特定の Expressway に固有のもので、Expressway の設定、インストールされた

オプションキー、および有効になっている機能によって異なります。 

情報はページのどの列ででも並べ替えることができ、IP ポート別や IP アドレス別にリストをソートできます。 

各ページには[CSV にエクスポート（Export to CSV）]オプションがあります。これによって、スプレッドシートアプリケ

ーションで開くのに適した CSV（カンマ区切り値）形式のファイルに情報を保存できます。 

IP ポートは IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレス用に個別に設定できません。また、2 つの LAN インターフェイスのそれぞ

れに設定することもできません。つまり、これは、IP ポートを特定のサービス（SIP、UDP など）用に設定した後は、

Expressway 上のそのサービスのすべての IP アドレスに適用されます。これらのページの表にはすべての IP ポートとすべ

ての IP アドレスのリストが表示されるため、Expressway の設定によっては、単一の IP ポートが最大 4 回リストに表示さ

れる場合があります。 

ポート情報は次のページに分割されています。 

 「ローカルインバウンドポート（319 ページ） 

 「ローカルアウトバウンドポート（319 ページ） 

 「リモートリスニングポート（319 ページ） 

また、Expressway-E では、ファイアウォールトラバーサルに使用する特定のリスニングポートも [設定

（Configuration）]> [トラバーサル（Traversal）] > [ポート（Ports）] で設定できます。 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco Expressway クラ

スタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ローカル インバウンド ポート 

「ローカル インバウンド ポート（Local inbound ports）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール

（Tools）] > [ポートの使用状況（Port usage）] > [ローカルインバウンド ポート（Local inbound ports）]）には、ほか

のシステムからインバウンド通信を受信するために使用する Expressway 上のリスニング IP ポートが表示されます。 

このページのリストに表示された各ポートについては、Expressway とインバウント通信の送信元の間にファイアウォール

がある場合、そのファイアウォールは次を許可する必要があります。 

 インバウンド通信の送信元から Expressway 上の IP ポートへの着信トラフィック 

 その同じ Expressway IP ポートからインバウンド通信の送信元に返すリターントラフィック 

注：このファイアウォールの設定は、この Expressway がトラバーサルクライアントまたはトラバーサルサーバの場合、

Expressway ファイアウォールトラバーサルが正しく機能するために特に重要です。 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco Expressway クラ

スタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

ローカル アウトバウンド ポート 

「ローカル アウトバウンド ポート（Local outbound ports）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール

（Tools）] > [ポートの使用状況（Port usage）] > [ローカル アウトバウンドポート（Local outbound ports）]）には、

ほかのシステムへのアウトバウンド通信を送信するために使用する Expressway 上の送信元 IP ポートが表示されます。 

このページにリストされた各ポートについては、Expressway とアウトバウント通信の宛先の間にファイアウォールがある

場合、そのファイアウォールは次を許可する必要があります。 

 Expressway の IP ポートからアウトバウンド通信の宛先へのアウトバウンドトラフィック 

 その宛先から同じ Expressway IP ポートへのリターントラフィック 

注：このファイアウォールの設定は、この Expressway がトラバーサルクライアントまたはトラバーサルサーバの場合、

Expressway ファイアウォールトラバーサルが正しく機能するために特に重要です。 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco Expressway クラ

スタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

リモート リスニング ポート 

「リモート リスニング ポート（Remote listening ports）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール

（Tools）] > [ポートの使用状況（Port usage）] > [リモートリスニングポート（Remote Listening ports）]）には、

Expressway と通信するリモートシステムの宛先 IP アドレスと IP ポートが表示されます。 

ファイアウォールは、このページのリストに表示された IP アドレスと IP ポートで識別されたローカル Expressway からリ

モートデバイスへのトラフィックを許可するように設定する必要があります。 

注：このリストに表示されていない、Expressway がメディアやシグナリングを送信する他のリモートデバイスもあります

が、これらのデバイスが Expressway からのトラフィックを受信するポートは宛先デバイスの設定によって決まります。そ

のため、それらのポートはこのリストに表示できません。[ローカルアウトバウンドポート（Local outbound ports）] ペー

ジにリストされているすべてのポートを開いている場合、Expressway はすべてのリモートポートと通信できます。こらの

リモートシステムとポートにファイアウォール上で開く IP ポートを制限する場合は、このページの情報のみが必要です。 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco Expressway クラ

スタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

メンテナンス 

 

320 

ネットワーク ユーティリティ 

ここでは、ネットワークユーティリティツールの使用方法について説明します。 

 Ping：特定のホストシステムが Expressway から接続でき、そのシステムに到達できるようにネットワークが正し

く設定されていることを確認できます。 

 トレースルート：Expressway から特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したルー

トの詳細を検出することができます。 

 トレースパス：Expressway から特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したパスを

検出することができます。 

 DNS ルックアップ：特定のホスト名宛の要求に応答するドメイン名サーバ（DNS サーバ）を確認することができます。 

 SRV 接続テスト：DNS で特定のサービスレコードをチェックし、返されたレコードへの接続を確認できます。 

ping 

[Ping]ツール（[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）] > [Ping]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティングに役立てることができます。 

このツールでは、特定のホストシステムに接続できるかと、ネットワークがそのシステムに到達するように正しく設定され

ているかを確認できます。また、Expressway から宛先ホストシステムへメッセージを送信するためにかかった時間の詳細

を報告します。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト（Host）]フィールドに、接続を試みるホストシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

2. [Ping]をクリックします。 

新しいセクションが表示され、接続試行の結果が示されます。成功すると、次の情報が表示されます。 

ホスト クエリされたホストシステムにより返されたホスト名と IP アドレス。 

応答時間 (ms) 要求を Expressway からホストシステムに送信し、返されるまでにかかった時間（ミリ秒単位）。 

 

traceroute 

[トレースルート（Traceroute）]ツール（[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）] > [トレースルート（Traceroute）]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティ

ングに役立てることができます。 

Expressway から特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したルートを検出することができま

す。パス上の各ノードの詳細、および各ノードが要求に応答するためにかかった時間が報告されます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト（Host）]フィールドに、パスをトレースするホストシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

2. [トレースルート（Traceroute）]をクリックします。 

トレースの結果を示すバナーがある新しいセクションが表示され、次のようなパス内の各ノードの詳細が示されます。 
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TTL （存続時間）。これは、ノードの連番を示す、要求のホップカウントです。 

応答 ノードの IP アドレスと、Expressway から受信した各パケットへの応答にかかった時間（ミリ秒）が表示され

ます。 

*** は、ノードが要求に応答しなかったことを示しています。 

 

Expressway と特定のホスト間で取得するルートは、トレースルート要求ごとに異なる場合があります。 

Tracepath 

[トレースパス（Tracepath）]ツール（[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）] > [トレースパス（Tracepath）]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティングに役

立てることができます。 

Expressway から特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したルートを検出することができます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト（Host）]フィールドに、ルートをトレースするホストシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

2. [トレースパス（Tracepath）] をクリックします。 

トレースの結果を示したバナーとともに、パスの各ノードの詳細、各ノードが要求に応答するためにかかった時間、および

最大伝送ユニット（MTU）を示す新しいセクションが表示されます。 

Expressway と特定のホスト間で取得するルートは、トレースパス要求ごとに異なる場合があります。 

DNS ルックアップ 

[DNS ルックアップ（DNS lookup）]ツール（[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 ルックアップ（DNS lookup）]）を使用して、システムの問題のトラブルシュ

ーティングに役立てることができます。 

指定したホスト名を DNS にクエリし、ルックアップが成功した場合は結果が表示されます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト（Host）]フィールドに、次のいずれかを入力します。 

 クエリするホストの名前 

 逆 DNS ルックアップを実行する場合は、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス 

2. [クエリタイプ（Query type）]フィールドで、検索するレコードのタイプを選択します。 

（逆ルックアップの場合は[クエリタイプ（Query type）]は無視され、自動的に PTR レコードが検索されます）。 

 
オプション 検索対象 

すべて 任意のタイプのレコード 

A (IPv4 address) ホスト名をホストの IPv4 アドレスにマッピングするレコード 

AAAA (IPv6 address) ホスト名をホストの IPv6 アドレスにマッピングするレコード 

SRV （サービス） SRV レコード（H.323、SIP、ユニファイドコミュニケーション、および TURN サービスに 

固有のものを含む。下記参照）。 

NAPTR（名前の権限ポイ 

ンタ）（NAPTR (Name 

authority pointer)） 

ドメイン名を（たとえば URI や他のドメイン名に）上書きするレコード 
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3. デフォルトでは、システムはシステムのデフォルトのすべての DNS サーバ（[システム（System）] >  [DNS]）に

クエリを送信します。特定のサーバのみを照会するには、[次の DNS サーバに照合して確認する（Check against 

the following DNS servers）]を[カスタム（Custom）]に設定し、使用する DNS サーバを選択します。 

4. [ルックアップ（Lookup）]をクリックします。 

選択した各クエリタイプに対して個別の DNS クエリが実行されます。DNS に送信されるクエリに含まれるドメインは、指

定されたホストが完全修飾名であるかどうかによって異なります（完全修飾ホスト名には少なくとも 1 つの「ドット」が

含まれています）。 

 指定されたホストが完全修飾名である場合： 

 DNS に対し、最初にホストのクエリが実行されます。 

 ホストのルックアップが失敗すると、Host.<system_domain>に対する追加のクエリが実行されます

（<system_domain>は DNS ページで設定されているドメイン名）。 

 指定されたホストが完全修飾名でない場合： 

 DNS に対し、最初に Host.<system_domain>のクエリが実行されます。 

 ホストのルックアップが失敗すると、次は Host.<system_domain>のクエリが実行されます 

SRV レコードタイプのルックアップの場合、複数の DNS クエリが実行されます。次の _service._protocol の組み合わせ

ごとに SRV クエリが実行されます。 

 _h323ls._udp.<domain> 

 _h323rs._udp.<domain> 

 _h323cs._tcp.<domain> 

 _sips._tcp.<domain> 

 _sip._tcp.<domain> 

 _sip._udp.<domain> 

 _collab-edge._tls 

 _cisco-uds._tcp 

 _turn._udp.<domain> 

 _turn._tcp.<domain> 

それぞれの場合、その他すべてのクエリタイプについて、ホストまたは Host.<system_domain>の<domain>に対して 1 

つまたは 2 つのクエリが実行されます。 

結果 

新しいセクションが表示され、すべてのクエリ結果が示されます。成功すると、次の情報が表示されます。 

クエリーのタイプ Expressway によって送信されたクエリのタイプ。 

名前 クエリに対する応答に含まれているホスト名。 

TTL このクエリの結果が Expressway にキャッシュされる時間（秒単位）。 

クラス IN （インターネット）は、応答がインターネットホスト名、サーバ、または IP アドレスを含む DNS 

レコードであったことを示します。 

タイプ クエリに対する応答に含まれているレコードタイプ。 

応答 この[名前（Name）]および[タイプ（Type）]のクエリに対する応答として受信したレコードの内容。 
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転送プロトコル 

Expressway は UDP と TCP を使用して DNS 解決を行います。DNS サーバからは、通常、UDP と TCP 応答が送られます。

UDP 応答が 512 バイトの UDP メッセージサイズの制限を超えると、Expressway は UDP 応答を処理できません。

Expressway は代わりに TCP 応答を処理できるため、一般にこれが問題になることはありません。 

ただし、ポート 53 での TCP インバウンドをブロックしている場合、UDP 応答のサイズが 512 バイトを超えていると、

Expressway は DNS からの応答を処理できません。この場合、DNS ルックアップツールを使用しても結果は表示されず、

要求したアドレスを必要とするすべての操作は失敗します。 

ただし、ポート 53 での TCP インバウンドをブロックしている場合、UDP 応答のサイズが 512 バイトを超えていると、

Expressway は DNS からの応答を処理できません。この場合、DNS ルックアップツールを使用しても結果は表示されず、

要求したアドレスを必要とするすべての操作は失敗します。 

SRV 接続テスト機能 

SRV 接続テスト機能は、Expressway が所定のドメイン上の特定のサービスに接続できるかどうかをテストするネットワー

クユーティリティです。このツールを使用すると、Cisco Webex ハイブリッドコールサービスやビジネスツービジネスビ

デオコールなどの Expressway ベースのソリューションを設定しながら事前に接続をテストできます。 

このツールで接続をテストする際は、クエリする DNS サービスレコードドメインと、そのドメインでテストするサービスレ

コードプロトコルを指定します。Expressway は指定されたプロトコルごとに DNS SRV クエリを実行し、DNS から返された

ホストへの TCP 接続を試行します。TLS を指定した場合、Expressway は TCP が成功しなければ TLS 接続を試行しません。 

Expressway 接続テストページに、DNS の応答と接続試行が示されます。接続が失敗した場合は、その理由と併せてその

特定の問題を解決するためのアドバイスも表示されます。 

接続をトラブルシューティングするには、テストで生成された TCP データを.pcap 形式でダウンロードできます。選択的

に DNS クエリのダンプ（特定の接続試行）をダウンロードすることも、テスト全体を記録した単一の.pcap ファイルを取

得することもできます。 

このツールを使用するには、次の手順を実行します。 

1. [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）] > [接

続テスト（Connectivity Test）] に移動します。 

2. クエリする [サービスレコードドメイン（Service Record Domain）]を入力します（例：

callservice.webex.com）。 

3. テストする [サービスレコードプロトコル（Service Record Protocols）]を入力します（例：_sips._tcp）。 

複数のプロトコルを指定する場合は、各プロトコルをカンマで区切ります（例：_sip._tcp,_sips._tcp）。 

4. [実行（Run）]をクリックします。 

Expressway は、サービス、プロトコル、およびドメインの組み合わせで構成される SRV レコードに対して DNS 

へクエリを行います。たとえば、_sip _tcp callservice.webex.com と_sips._tcp.callservice.webex.com 

へのクエリなどです。 

デフォルトでは、システムはシステムのデフォルトのすべての DNS サーバ（[システム（System）] >  [DNS]）に

クエリを送信します。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

メンテナンス 

 

324 

サービス レコードのオプション 

導入環境でテストする必要がある、_service._protocol の組み合わせの例を次に示します。 

 _h323ls._udp.<domain> 

 _h323rs._udp.<domain> 

 _h323cs._tcp.<domain> 

 _sips._tcp.<domain> 

 _sip._tcp.<domain> 

 _sip._udp.<domain> 

 _collab-edge._tls 

 _cisco-uds._tcp 

 _turn._udp.<domain> 

 _turn._tcp.<domain> 

 _cms-web._tls.<domain> 

 _sipfederationtls._tcp.<domain> 

テスト結果 

ページの下部にあるセクションに、クエリ結果と接続テストの結果が示されます。テスト結果には、次の表に記載する情報

の一部またはすべてが含まれます。 

表 20    接続テストの結果: DNS SRV ルックアップ 

結果フィールド 説明 

ステージ（Stage） テストのステージ。クエリに対する応答ごとにステージが 1 つ、クエリ結果全体に別のステージが 

1 つあります。 

サービスレコード

（Service Record） 

クエリしたレコードセットから検出された SRV レコード。 

結果（Result） DNS SRV レコードでマッピングされているホスト（テストが成功した場合）。DNS レコードで定

義されている場合、エントリごとのプライオリティ、重み、ポートも示されます。 

ヒント（Hint） このフィールドには、この結果テーブルの値は保持されません。 

TCP ダンプ（TCP 

Dump） 

結果全体について、SRV クエリの TCP レコードが含まれる .pcap ファイルをダウンロードするこ

とができます。 

 

  

表 21    接続テストの結果 - TCP 接続 

結果フィールド 説明 

ステージ（Stage） テストのステージ。サービスに対する TCP プロトコルのクエリによって返されたホストごとにテス

トが 1 回行われます。すべてのテストを集計した結果もあります。 

ターゲット（Target） DNS SRV クエリによって返されたホスト名。 

結果（Result） テストが正常に完了したことを示します。またはテストが失敗した理由が示されます（既知の場

合）。 

ヒント（Hint） 失敗したテストのトラブルシューティングに利用できるポインタ。 

TCP ダンプ（TCP 

Dump） 

特定の接続試行の TCP レコードが含まれる .pcap ファイルをダウンロードすることができます。 
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表 22    接続テストの結果 - TLS 接続 

結果フィールド 説明 

ステージ

（Stage） テストの段階。各ホストに、TLS プロトコルでクエリしたサービスに対するテストを 1 つずつ返します。

テストは、Expressway でサポートされている各 TLS バージョンを使用して、次の順序で実施しており、

接続が確立されたときに停止します。 

 TLS 1.2 

 TLS 1.1 

 TLS 1 

たとえば、ホストは 3 つのすべてのバージョンをサポートしており、TLS 1.1 バージョンを使用して接続

が成功した場合、チェックは 2 つのテストを返します。 

すべてのテストを集計した結果もあります。 

注：Expressway がホストへの TLS 接続を確立できない場合、そのホストに対する TLS 接続試行は行わ

れません。 

ターゲット

（Target） 

DNS SRV クエリによって返されたホスト名。 

結果（Result） テストが正常に完了したことを示します。またはテストが失敗した理由が示されます（既知の場合）。 

ヒント（Hint） 失敗したテストのトラブルシューティングに利用できるポインタ。 

TCP ダンプ

（TCP Dump） 

特定の接続試行の TCP レコードが含まれる .pcap ファイルをダウンロードすることができます。 

 

再起動、リブート、およびシャットダウン 

「再起動オプション（Restart options）」ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [再起動オプション（Restart 

options）]）を使用すると、ハードウェアに物理的にアクセスすることなく、Expressway を再起動、リブート、またはシ

ャットダウンできます。 

注意：ユニットの前面の赤の ALM LED がオンになっている間は Expressway を再起動、リブート、またはシャットダウン

しないでください。これは、ハードウェア障害を示しています。シスコのカスタマーサポート担当者に連絡してください。 

再起動 

再起動機能は Expressway アプリケーションソフトウェアをシャットダウンして再起動しますが、オペレーティングシステ

ムやハードウェアのシャットダウンおよび再起動は行いません。再起動には約 3 分かかります。 

通常、何らかの設定変更を有効にしたり、クラスタに対してシステムを追加または削除する場合に再起動が必要です。この

ような場合はシステムアラームが発生し、システムが再起動されるまではそのままです。 

Expressway がクラスタの一部であり、クラスタ内の他のピアも再起動を必要としている場合は、各ピアが再起動するまで

次のピアの再起動を待つことを推奨します。 

リブート 

リブート機能は Expressway アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム、およびハードウェアをシャット

ダウンし、再起動します。リブートには約 5 分かかります。 

リブートは、通常はソフトウェアアップグレードの後にのみ必要で、アップグレードプロセスの一部として実行されます。

予期しないシステムエラーを解決しようとしているときにも、リブートが必要になる場合があります。 
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シャットダウン 

シャットダウンは、通常、メンテナンスまたは再配置の前にユニットのプラグを抜く場合に必要になります。プラグを抜く

前にシステムをシャットダウンする必要があります。特に、通常運用時のシステムへの電源を取り外す場合に、制御されて

いないシャットダウンは避けてください。 

アクティブコールへの影響 

これらの再起動オプションのいずれかによって、すべてのアクティブコールが終了されます。（Expressway がクラスタの

一部である場合は、Expressway がシグナリングを取得しているコールのみが終了されます）。 

そのため、[システム ステータス（System status）]には現在のコールの数が表示されるため、システムを再起動する前に

それらの数を確認できます。システムをすぐに再起動しない場合は、再起動前にこのページを更新し、コールの現在のステ

ータスを確認してください。 

[Mobile & Remote Access]が有効になっている場合、現在プロビジョニングされているセッションの数が表示されます

（Expressway-C のみ）。 

Web インターフェイスを使用した再起動、リブート、およびシャットダウン 

Web インターフェイスを使用して Expressway を再起動するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [再起動オプション（Restart options）] に移動します。 

2. 現在実行されているコールの数を確認します。 

3. 必要に応じて[再起動（Restart）]、[リブート（Reboot）]、または[シャットダウン（Shutdown）]をクリックし、

アクションを確認します。 

場合によっては、これらのオプションのうち 1 つのみ（たとえば[再起動（Restart）]など）を使用できます。これ

は、通常、アラームまたはバナーメッセージ内のリンクに従った後で「再起動オプション（Restart options）」ペ

ージにアクセスすると発生します。 

 再起動またはリブート：「再起動中（Restarting）」または「リブート中（Rebooting）」ページが表示され、

オレンジ色のバーで進捗状況が示されます。 

システムが正常に再起動またはリブートされると、「ログイン（Login）」ページが表示されます。 

 シャットダウン：「シャットダウン中（Shutting down）」ページが表示されます。 

このページは、システムが正常にシャットダウンした後もそのまま表示されますが、このページを更新しようと

したり、Expressway へアクセスしようとしても失敗します。 

開発者リソース 

Expressway には、シスコのサポートチームと開発チームのみが使用するための機能がいくつか含まれています。シスコの

サポート担当者のアドバイスと監視の上で行う場合を除き、これらのページにはアクセスしないでください。 

注意：これらのページの機能を誤って使用すると、システムの動作が不安定になったり、パフォーマンス上の問題が発生し

たり、システム設定が永続的に破損したりする可能性があります。 

以下の機能があります。 

 「デバッグおよびシステム管理ツール（327 ページ）」 

 「実験的メニュー（327 ページ）」 
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デバッグおよびシステム管理ツール 

注意：これらの機能は、シスコのサポート担当者のアドバイスがない限り、お客様は使用できません。これらの機能を誤っ

て使用すると、システムの動作が不安定になったり、パフォーマンス上の問題が発生したり、システム設定が永続的に破損

したりする可能性があります。 

Expressway には、デバックとシステム管理用の数多くのツールが搭載されています。管理者はこれらのツールを使用して、

設定データへのアクセスや変更、ネットワークトラフィックへのアクセスなど、ライブシステム上で発生していることを詳

細に検査することができます。 

これらのツールにアクセスする方法は、次のとおりです。 

1. SSH セッションを開始します。 

2. 必要に応じて、admin または root としてログインします。 

3. シスコのサポート担当者によって指示された手順に従ってください。 

[Experimental] メニュー 

Expressway Web インターフェイスには、お客様が使用するためのものではないページが数多く含まれています。これら

のページは、シスコのサポートおよび開発チームのみが使用するために存在しています。シスコのサポート担当者のアドバ

イスと監視の上で行う場合を除き、これらのページにはアクセスしないでください。 

注意：これらのページの機能を誤って使用すると、システムの動作が不安定になったり、パフォーマンス上の問題が発生し

たり、システム設定が永続的に破損したりする可能性があります。 

これらのページにアクセスする方法は、次のとおりです。 

1. https://<Expressway のホスト名または IP アドレス>/setaccess に移動します。 

「アクセスの設定（Set access）」ページが表示されます。 

2. [アクセスパスワード（Access password）]フィールドに、qwertsys と入力します。 

3. [アクセスの有効化（Enable access）] をクリックします。 

既存のメニュー項目の右側に、新しい[Experimental]という最上位メニューが表示されます。 
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概要およびステータス情報 

現在のステータス、登録数、現在のコール数およびコール履歴、ならびに Expressway の設定に関する情報を表示するには、

[ステータス（Status）] メニューオプションを使用します。 

ステータス概要 .................................................................................................................. 328 

システム情報...................................................................................................................... 330 

イーサネットのステータス ................................................................................................. 331 

IP ステータス ..................................................................................................................... 331 

リソース使用状況 ............................................................................................................... 332 

登録ステータス .................................................................................................................. 332 

コールステータス ............................................................................................................... 334 

B2BUA コール ................................................................................................................... 336 

検索履歴 ............................................................................................................................ 336 

検索の詳細 ......................................................................................................................... 337 

ローカルゾーンのステータス .............................................................................................. 338 

ゾーンステータス ............................................................................................................... 338 

帯域幅 ................................................................................................................................ 339 

ポリシーサーバステータスと復元力 ................................................................................... 340 

TURN リレーの使用状況..................................................................................................... 341 

ユニファイドコミュニケーションのステータス .................................................................. 342 

Microsoft 相互運用性 ......................................................................................................... 343 

TMS Provisioning Extension サービスのステータス ........................................................... 343 

アラームの管理 .................................................................................................................. 348 

ログ ................................................................................................................................... 349 

ハードウェアステータス .................................................................................................... 353 

ステータス概要 

「概要（Overview）」ページ（[ステータス（Status）] > [概要（Overview）]）には、Expressway（または、該当する

場合は Expressway クラスタ）の現在のステータスの概要が表示されます。このページは、管理者として Expressway に

ログインした後でデフォルトで表示されます。 

http://www.cisco.com/
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次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

[システム情報（System information）]：このセクションの項目の多くは設定可能です。アイテム名をクリックすると、

設定ページに移動します。 

システム名（System name） Expressway に割り当てられた名前。 

アップタイム（Up time） システムが最後に再起動されてからの経過時間。 

ソフトウェアバージョン

（Software version） 

Expressway に現在インストールされているソフトウェアのバージョン。 

IPv4 アドレス（IPv4 address） Expressway の IPv4 アドレス。 

[IPv6 アドレス（IPv6 address）] Expressway の IPv6 アドレス。 

VM のサイズ（VM size） （仮想マシンベースのシステムのみ）VM ハードウェアプラットフォームのサイズ

（小、中、または大）。 

オプション（Options） 通話と登録の最大制限と、TURN リレー、FindMe™、デバイスプロビジョニング、 

高度なネットワーキングなどの追加の Expressway 機能の利用可能性は、オプショ 

ンキーによって制御されます。 

 

リソース使用状況 

このセクションには、コールと登録の現在および累積したライセンス使用状況に関する統計情報が表示されます。 

現在およびピーク時（最高の同時発生）使用状況は、次のように分類されて表示されます。 

 リッチメディアセッション 

 登録（Unified CM のリモートセッションを含む） 

注：[登録（Registrations）] に示される、Expressway に登録されているデバイスの総数には、TelePresence 

Room、デスクトップシステム、会議システムが含まれます。。 

また、リソースとライセンスの使用状況に関する情報も表示されます。 

 監視対象のリソースの使用状況。システム容量のパーセンテージとして表現されます。 

 現在とピーク時の使用状況。各ライセンスタイプに使用可能なライセンスのパーセンテージとして表現されます。

Expressway の場合：それぞれのリッチメディアセッションライセンスで 1 つのビデオコールまたは 2 つの音声の

みの SIP トラバーサルコールが許可されます。したがって、100 のリッチメディアセッションライセンスでは、90 

のビデオコールと 20 の SIP 音声専用コールが同時に許可されます。他の音声専用コール（非トラバーサル、H.323 

またはインターワーキング）もリッチメディアセッションライセンスを使用します。VCS の場合：それぞれのトラ

バーサルコールライセンスで 1 つのビデオコールまたは 2 つの音声のみの SIP コールが許可されます。したがって、

100 のトラバーサルコールライセンスでは、90 のビデオコールと 20 の SIP 音声専用コールが同時に許可されます。

他の音声専用コール（非トラバーサル、H.323 またはインターワーキング）が標準ビデオコールのライセンス（状

況に応じてトラバーサルまたは非トラバーサル）を使用します。 

現在のコールまたは登録の詳細を表示するには、このセクション内の関連項目をクリックします。 

すべての登録情報は、システムが最後に再起動されてからのデータに基づいています。このページの情報は 5 秒ごとに自動

的に更新されます。 

「リソース使用状況（Resource usage）」ページに移動すると、総使用率の統計情報を含む多くの詳細を表示できます。 

クラスタ化された Expressway システム 

Expressway がクラスタの一部である場合は、各ピアの詳細がクラスタ全体の合計とともに表示されます。 

詳細については、「クラスタについて(152 ページ）」を参照してください。 
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システム情報 

「システム情報（System information）」ページ（[ステータス（Status）] > [システム（System）] > [情報

（Information）]）に Expressway のソフトウェア、ハードウェア、および時刻の設定の詳細が表示されます。 

[システム情報（System information）]セクションと[時刻情報（Time information）]セクションの項目の多くは設定可

能です。項目名をクリックするとその項目の設定ページが表示されます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

[システム情報（System information）] セクション： 

システム名（System name） Expressway に割り当てられている名前。 

製品（Product） これは Expressway を特定します。 

ソフトウェアバージョン

（Software version） 

Expressway に現在インストールされているソフトウェアのバージョン。 

ソフトウェアのビルド

（Software build） 

このソフトウェアバージョンのビルド番号。 

ソフトウェアリリース日

（Software release date） 

このバージョンのソフトウェアがリリースされた日付。 

ソフトウェア名（Software 

name） 

このソフトウェアリリースの内部参照番号。 

ソフトウェアオプション

（Software options） 

コールの最大数と、高度なネットワーキングなどの追加の Expressway 機能の可用性は、

オプションキーを使用して制御されます。このセクションには、Expressway に現在インス

トールされているすべてのオプション機能が表示されます。 

ハードウェアバージョン

（Hardware version） 

Expressway ソフトウェアがインストールされているハードウェアのバージョン番号。 

シリアル番号（Serial 

number） 

Expressway ソフトウェアがインストールされているハードウェアまたは仮想マシンのシリ

アル番号。 

[時刻情報（Time information）] セクション： 

使用可能時間（Up time） システムが最後に再起動されてから経過した時間。 

システム時刻（UTC）

（System time (UTC)） 

NTP サーバで特定された時刻。 

NTP サーバが設定されていない場合、このフィールドには[時刻が設定されていません

（Time Not Set）]と表示されます。 

タイムゾーン（Time zone） 「時間（Time）」ページで設定されているタイムゾーン。 

ローカルタイム（Local time） NTP サーバが設定されている場合は、システム時刻がローカルタイムで表示されます（ロ

ーカルタイムゾーンに従って調整された UTC） 

NTP サーバが設定されていない場合は、Expressway のオペレーティングシステムに従っ

た時刻が表示されます。 

[アクティブなセッション（Active sessions）] セクション： 

管理者セッション

（Administrator sessions） 

現在アクティブな管理者セッションの数。リンクをクリックすると、アクティブなセッシ

ョンのリストが表示されます。 

ユーザセッション（User 

sessions） 

現在のユーザセッションの数。リンクをクリックすると、アクティブなセッションのリス

トが表示されます。 
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イーサネットのステータス 

「イーサネット（Ethernet）」ページ（[ステータス（Status）] > [システム（System）] > [イーサネット（Ethernet）]）

には、Expressway の MAC アドレスとイーサネット速度が表示されます。 

このページには、LAN 1 ポートと、高度なネットワーキングオプションがインストールされている場合は、LAN 2 ポート

についても次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

MAC アドレス（MAC address） その LAN ポートの Expressway のイーサネットデバイスの MAC アドレス。 

速度（Speed） Expressway の LAN ポートとイーサネットスイッチ間の接続の速度。 

 

イーサネットの速度は、「イーサネット（Ethernet）」ページで設定できます。 

IP のステータス 

「IP のステータス（IP status）」ページ（[ステータス（Status）] > [システム（System）] > [IP]）には、Expressway 

の現在の IP 設定が表示されます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

[IP] セクション： 

プロトコル

（Protocol） 

Expressway でサポートされる IP プロトコルが示されます。 

 [IPv4 のみ（IPv4 only）]：IPv4 アドレスを使用したエンドポイントからの登録のみを許可

し、IPv4 で通信する 2 つのエンドポイント間のコールのみを受け入れます。IPv4 でのみ他

のシステムと通信します。 

 [IPv6 のみ（IPv6 only）]：IPv6 アドレスを使用したエンドポイントからの登録のみを許可

し、IPv6 で通信する 2 つのエンドポイント間のコールのみを受け入れます。IPv6 でのみ他

のシステムと通信します。 

 [両方（Both）]：IPv4 または IPv6 のいずれかのアドレスを使用したエンドポイントからの登

録を許可し、どちらのプロトコルを使用したコールでも受け入れます。IPv4 のみのエンドポ

イントと IPv6 のみのエンドポイント間のコールの場合は、Expressway が IPv4 から IPv6 へ

のゲートウェイとして機能します。他のシステムとはいずれかのプロトコルで通信します。 

IPv4 ゲートウェイ

（IPv4 gateway） 

Expressway が使用する IPv4 ゲートウェイ。 

IPv6 ゲートウェイ

（IPv6 gateway） 

Expressway が使用する IPv6 ゲートウェイ。 

高度なネットワーキン

グ（Advanced 

Networking） 

2 番目の LAN ポートが有効になっているかどうかを示します。これは高度なネットワーキング 

のオプションキーをインストールすることによって有効になります。 

LAN 1 LAN 1 ポートの IPv4 アドレスとサブネットマスク、および IPv6 アドレスが表示されます。 

LAN 2 高度なネットワーキングオプションキーをインストールしている場合、このフィールドには LAN 2 

ポートの IPv4 アドレスとサブネットマスク、および IPv6 アドレスが表示されます。 

[DNS]セクション： 

サーバ 1..5 アドレス

（Server 1..5 

address） 

ドメイン名を解決する際に照会する各 DNS サーバの IP アドレス。最大 5 つの DNS サーバを設定

できます。 

ドメイン（Domain） DNS サーバへのクエリを実行する前に、ホスト名に追加する名前を指定します。 
 

IP 設定は「IP」ページで設定できます。 
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リソース使用状況 

「リソース使用状況（Resource Usage）」ページ（[ステータス（Status）] > [システム（System）] > [リソース使用状

況（Resource usage）]）には、コールと登録の現在および累積的なライセンス使用状況に関する統計情報が表示されます。 

現在およびピーク時（最高の同時発生）使用状況は、次のように分類されて表示されます。 

 リッチメディアセッション 

 登録（Unified CM のリモートセッションを含む） 

注：[登録（Registrations）]に示される、Expressway に登録されているデバイスの総数には、TelePresence 

Room、デスクトップシステム、会議システムが含まれます。 

また、リソースとライセンスの使用状況に関する情報も表示されます。 

 監視対象のリソースの使用状況。システム容量のパーセンテージとして表現されます。 

 現在とピーク時の使用状況。各ライセンスタイプに使用可能なライセンスのパーセンテージとして表現されます。

Expressway の場合：それぞれのリッチメディアセッションライセンスで 1 つのビデオコールまたは 2 つの音声の

みの SIP トラバーサルコールが許可されます。したがって、100 のリッチメディアセッションライセンスでは、90 

のビデオコールと 20 の SIP 音声専用コールが同時に許可されます。他の音声専用コール（非トラバーサル、H.323 

またはインターワーキング）もリッチメディアセッションライセンスを使用します。VCS の場合：それぞれのトラ

バーサルコールライセンスで 1 つのビデオコールまたは 2 つの音声のみの SIP コールが許可されます。したがって、

100 のトラバーサルコールライセンスでは、90 のビデオコールと 20 の SIP 音声専用コールが同時に許可されます。

他の音声専用コール（非トラバーサル、H.323 またはインターワーキング）が標準ビデオコールのライセンス（状

況に応じてトラバーサルまたは非トラバーサル）を使用します。 

現在のコールまたは登録の詳細を表示するには、このセクション内の関連項目をクリックします。 

すべての登録情報は、システムが最後に再起動されてからのデータに基づいています。このページの情報は 5 秒ごとに自動

的に更新されます。 

クラスタ化された Expressway システム 

Expressway がクラスタの一部である場合は、各ピアの詳細がクラスタ全体の合計とともに表示されます。詳細については、

「クラスタについて（152 ページ）」を参照してください。 

登録ステータス 

現在と過去の両方の登録についての登録ステータス情報を表示できます。Expressway がクラスタの一部である場合は、ク

ラスタ内のピアに適用されるすべての登録が表示されます。 

 「デバイスごとの登録（Registrations by device）」ページ（[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] 

> [デバイスごと（By device）]）には、Expressway に現在登録されているデバイスのリストが表示されます。こ

のページで、デバイスの登録を削除できます。Expressway がクラスタの一部である場合は、クラスタ全体のすべ

ての登録が表示されます。 

 「エイリアスごとの登録（Registrations by alias）」ページ（[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] 

> [エイリアスごと（By alias）]）には、すべてのエイリアス、E.164 番号、およびすべてのエンドポイントと現在 

Expressway に登録されているシステムで使用されているプレフィックスのリストが表示されます。 

 「登録履歴（Registration history）」ページ（[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [履歴

（History）]）には、過去のすべての登録のリストが表示されます。このリストには、Expressway が最後に再起動

されてからの過去のすべての登録が含まれています。 
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次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

名前（Name） SIP デバイスでは、SIP AOR です。 

番号（Number） SIP デバイスでは、E.164 番号を登録できないため、常に空白になります。（エイリアスごとの登 

録ビューの [エイリアス（Alias）]列に表示されます）。 

エイリアス（Alias） デバイスに登録されている SIP AOR （エイリアスごとの登録ビューのみ）。 

タイプ（Type） 登録の特性を示します。エンドポイント、MCU、ゲートウェイ、または SIP UA が最も一般的です。 

プロトコル

（Protocol） 

登録が SIP デバイス用かどうかが示されます。 

作成時刻（Creation 

Time） 

登録が承認された日時。 

NTP サーバが設定されていない場合、このフィールドには[時刻が設定されていません（Time not 

set）]と表示されます。 

アドレス（Address） 
SIP UA の場合、これは REGISTER 要求に示された連絡先アドレスです。 

デバイスタイプ

（Device type） 

登録済みデバイスのタイプが示されます。有効なタイプは、[TelePresence Room]、[デスクトップ

システム（Desktop System）]、[会議システム（Conference Systems）] です。 

終了時刻（End 

time） 

登録が終了された日時（登録履歴ビューのみ）。 

時間（Duration） 登録が行われていた時間（登録履歴ビューのみ）。 

理由（Reason） 登録が終了された理由。（登録履歴ビューのみ）。 

ピア（Peer） デバイスが登録されているクラスタピアを示します。 

アクション

（Actions） 

[表示（View）]をクリックして「登録の詳細（Registration details）」ページに移動し、登録の詳

細情報を表示します。 

 

登録の詳細 

「登録の詳細（Registration details）」ページに表示される情報は、デバイスのプロトコルと登録がまだ最新のものであ

るかどうかによって異なります。たとえば、SIP 登録には AOR、連絡先、および該当する場合はパブリック GRUU の詳細

が含まれます。また、[この登録に関与するアクティブなコールを表示（View active calls involving this registration）]

と[この登録に関与する以前のコールを表示（View previous calls involving this registration）]を選択する関連タスクも

表示されます。これらのオプションを選択すると「登録ごとのコール（Calls by registration）」ページに移動し、その特

定の登録に関する現在および過去の関連するコールのステータス情報が表示されます。 

デバイスの登録解除とブロック 

登録ステータスのページには、デバイスを手動で登録解除したり、ブロックしたりするオプションがあります。 

 デバイスの登録を解除するには、[登録解除（Unregister）]をクリックします。設定によっては、一定の期間が経過

すると、デバイスが自動的に再登録されることがあります。これを防ぐには、[許可リスト（Allow List）] や [拒否

リスト（Deny List）] などの登録制限ポリシーを使用する必要もあります。 

 [登録解除とブロック（Unregister and block）]をクリックするとデバイスの登録が解除され、エイリアスが「拒否リ

スト（Deny List）」ページに追加されるため、デバイスの自動再登録を防ぐことができます。（このオプションは、

[制限ポリシー（Restriction policy）]を[拒否リスト（Deny List）]に設定している場合にのみ使用できます）。 

Expressway がクラスタの一部である場合は、デバイスが登録されるピアにログインし、そのデバイスを登録解除できるよ

うにする必要があります。 
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コールの状態 

コールステータス情報は現在のコールと完了したコールの両方に対して表示できます。 

 [現在のコール（Current calls）]：「コール ステータス（Call status）」ページ（[ステータス（Status）] > [コー

ル（Calls）] > [コール（Calls）]）は、Expressway に登録されたデバイスとの送受信が現在行われているコール、

または Expressway を通過しているすべてのコールをリストします。 

 [完了したコール（Completed calls）]：「コール履歴（Call history）」ページ（[ステータス（Status）] > [コー

ル（Calls）] > [履歴（History）]）はアクティブでなくなったすべてのコールをリストします。リストは、最新の 

500 コールに制限され、Expressway が最後に再起動してから発生したコールのみが含まれます。 

コールステータス情報の同じセットは、「登録ごとのコール（Calls by registration）」ページ（「登録の詳細

（Registration details）」ページ経由でアクセス可能）でも表示できます。 

Expressway がクラスタに含まれている場合、クラスタ内のピアに適用されるすべてのコールが表示されますが、リストは

ピア 1 つあたりで最新の 500 コールに限定されます。 

コールの概要情報 

最初は次の概要情報が表示されます。 

フィールド 説明 

開始時刻（Start time） コールが発信された日時。 

終了時刻（End time） コールが終了した日時（完了したコールのみ）。 

時間（Duration） 通話時間。 

ソース（Source） コールを発信したデバイスのエイリアス（複数の Expressway を通過するコールであり、[User 

Policy（ユーザポリシー）] が有効になっている場合、発信者の FindMe ID が代わりに表示され 

ます）。 

接続先（Destination） デバイスからダイヤルされたエイリアス。これは、（検索前トランスフォーメーション、ゾーン

トランスフォーメーション、ユーザポリシーにより）変換されている場合があるコールの発信先

のエイリアスとは異なる場合があります。 

タイプ（Type） 
発信されたコールのタイプを表示します。 

SIP バリアント 標準ベース、Microsoft AV、Microsoft SIP IM&P、または Microsoft Share で、Expressway に

よってルーティングできる SIP および SDP のさまざまな実装を区別します。H.323 コールにつ

いては表示されません。 

プロトコル（Protocol） コールが H.323、SIP、または両方のプロトコルを使用したかどうかを示します。B2BUA を通過す

るコールの場合、「複数のコンポーネント」が表示される場合があります。コールコンポーネント

のサマリセクションを表示すると、個々のコールコンポーネントのプロトコルを確認できます。 

ステータス（Status） コールが終了した理由（完了したコールのみ）。 

ピア（Peer） コールの発信に使用されているクラスタピアを識別します。 

アクション（Actions） [表示（View）]をクリックし、そのコールを構成するすべてのコールコンポーネントのリストを

含め、そのコールに関する詳細情報を表示します。 
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コールコンポーネントのサマリ情報 

プライマリリストからコールを選択したら（前述のとおり）、そのコールを構成するすべてのコールコンポーネントを含め、

そのコールの詳細が表示されます。 

各コールコンポーネントは、次のいずれかのタイプになります。 

 [Expressway]：標準の Expressway コール 

 [B2BUA]：メディア暗号化ポリシーまたは ICE メッセージングサポートを適用するため、B2BUA によりルーティン

グされるコールコンポーネント 

 [Microsoft Lync B2BUA]：Microsoft Lync B2BUA によりルーティングされるコールコンポーネント 

各コールのコンポーネントの詳細を表示するには、各コンポーネントに関連付けられている[ローカルコールのシリアル番

号（Local call serial number）]をクリックします。これにより、すべてのコールレッグやセッションを含めて、そのコン

ポーネントに関する詳細情報が表示された「コールの詳細（Call details）」ページが開きます。また、トラバーサルコー

ルに最も関係のある個々のメディアチャネル（音声、ビデオ、データなど）をリストする「コール メディア（Call 

media）」ページも表示されます。 

Expressway がクラスタの一部であり、コールが 2 つのクラスタピアを通過する場合、コールの他方のレッグの詳細を確認す

るには、[ほかのクラスタピアの関連付け先コールを表示（View associated call on other cluster peer）]をクリックします。 

モバイルおよびリモートアクセスコールの識別 

コールステータスページとコール履歴ページにはすべてのコールタイプが表示されます。これには、Unified CM リモート

セッション（モバイルおよびリモートアクセスが有効な場合）だけでなく、VCS トラバーサルコールおよび非トラバーサ

ルコール、または Expressway RMS セッションが含まれます。 

コールタイプを区別するにはコールコンポーネントをドリルダウンする必要があります。モバイルおよびリモートアクセス

コールには、コールが Expressway-C で表示されるか Expressway-E で表示されるかによって、さまざまなコンポーネン

トの特性があります。 

 Expressway-C では、Unified CM のリモートセッションに 3 つのコンポーネントがあります（メディア暗号化の実行

に B2BUA を使用するため）。Expressway コンポーネントの 1 つが、Expressway と Unified CM 間に自動的に生成

されるネイバーゾーンの 1 つを経由してコールの経路を指定します（名前の前に CEtcp または CEtls が付きます）。 

 Expressway-E では、1 つのコンポーネントが CollaborationEdgeZone を介してコールをルーティングします。 

両方のエンドポイントが企業外（つまりオフプレミス）にある場合は、2 つの独立したコールとして扱われます。 

リッチメディアセッション（Expressway の場合のみ） 

システムにリッチメディアセッションキーがインストールされ、Business-to-Business（B2B）コール、サードパーティ製

ソリューションへのインターワークコールまたはゲートウェイコールなどをサポートする場合、これらのコールは、コール

状態やコール履歴のページに記載されています。 

コールの切断 

選択したコールを切断するには、[切断（Disconnect）]をクリックします。Expressway がクラスタの一部である場合は、

コールが関連付けられているピアにログインし、コールを切断できるようにする必要があります。 

プロトコルの動作の違いにより、H.323 コールと SIP コールのコール切断の動作は次のように異なります。 

 H.323 コールと H.323-SIP インターワーキングが適用されたコール：Disconnect コマンドにより、コールが実際

に切断されます。 
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 SIP 間のコール：Disconnect コマンドにより、Expressway はコールに使用されていたすべてのリソースを解放し、

システムがコールは切断されたと認識します。ただし、SIP コールはピア間のコールであり、SIP のプロキシとして 

Expressway はエンドポイントに対する権限がありません。リソースの解放には SIP コール切断の副次的な影響は

ありますが、コールシグナリングまたはメディア、あるいはその両方が（発信されているコールのタイプによって

は）アップしたままになる可能性もあります。コールは、関与する SIP エンドポイントがリソースをクリアするま

では実際には切断されません。 

 B2BUA 経由の SIP コール：B2BUA はコールの状態を制御できるため、B2BUA を通過するコールのレッグを切断

する場合（[タイプ（Type）]が[B2BUA]の場合）、コールは完全に切断されます。コールが「コール ステータス

（Call status）」ページに表示されなくなるまで数分かかることがあります。その場合、ブラウザでページを更新

する必要があります。 

B2BUA コール 

「B2BUA コール（B2BUA calls）」ページには、B2BUA 経由でルーティングされたコールの概要が表示されます。このペ

ージにアクセスするには、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] > [コール（Calls）]に移動するか、[ステータス

（Status）] > [コール（Calls）] > [履歴（History）]に移動してから、特定の B2BUA コールの[表示（View）]をクリック

します。 

次の場合は、コールが B2BUA 経由でルーティングされます。 

 メディア暗号化ポリシーがコールに適用されている（[自動（Auto）]以外の暗号化設定）。 

 Expressway が Cisco Meeting Server に対してコールのロードバランシングを行っている。ロードバランシングが

有効にされている場合は、Expressway B2BUA が Meeting Server からの INVITE メッセージを処理します。

Meeting Server のロードバランシングサポートは、プレビューモードでのみ提供されることに注意してください。

詳細については、現在使用している Expressway バージョンのリリースノートを参照してください。 

 ICE メッセージングのサポートがトリガーされた。 

 Microsoft 相互運用性サービスが有効にされていて、コールが  To Microsoft destination via B2BUA というネイバ

ーゾーン経由でルーティングされている。 

Microsoft 相互運用性コールの場合、[対応する Expressway コール（Corresponding Expressway call）]のリンクをク

リックすると、Expressway を通過するレッグの詳細を確認できます。 

B2BUA コール へディアの詳細の表示 

「B2BUA コール メディア（B2BUA call media）」ページにアクセスするには、「B2BUA コール（B2BUA calls）」ペー

ジで [このコールのメディア統計情報を表示（View media statistics for this call）] をクリックします。このページには、

B2BUA を通過するコールからなる音声およびビデオのメディアチャネルに関する情報が表示されます。Microsoft 相互運

用性サービスを使用したコールの場合、これは Expressway、Microsoft サーバ、および該当する場合はトランスコーダの

間のレッグを形成します。 

検索履歴 

「検索履歴（Search history）」ページ（[ステータス（Status）] > [検索履歴（Search history）]）には、Expressway 

が最後に再起動してから実行された最新の 255 件の検索のリストが表示されます。 

検索について 

コールの発信前にコールするエンドポイントを見つけておく必要があります。Expressway は、コールするエンドポイント

を見つける試行の際に一連のメッセージを送受信します。これらのメッセージそれぞれを検索と呼びます。個々のコールは、

1 つまたは複数の検索をその検索に関連付けることができ、それらの検索はタイプが異なっていてもかまいません。 
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送信される検索メッセージのタイプは、コールが SIP 宛かまたは H.323 宛か、およびコール要求をローカルに受信したか

または外部ゾーンから受信したかによって、次のように異なります。 

 ローカルに発信された H.323 コール：2 つのメッセージが送信されます。最初に発信されるメッセージは ARQ で、

コールするデバイスを見つけます。2 番目に発信されるメッセージはコールの Setup で、コールを受け入れるよう

求める要求をデバイスに送信します。各メッセージは個別の検索として「検索履歴（Search history）」ページに

表示されますが、特定のコールに関連付けられるのは Setup メッセージのみです。 

 外部ゾーンから発信された H.323 検索：LRQ が「検索履歴（Search history）」ページに表示されます。 

 SIP：コールを発信するために単一のメッセージ、SIP INVITE または SIP OPTIONS が送信されます。 

個々のコールは、1 つまたは複数の検索をその検索に関連付けることができ、それらの検索はタイプが異なっていてもかま

いません。各検索には個別の検索 ID があります。また、各コールには個別のコールタグ（「コールの特定（212 ページ）」

を参照してください）があります。 

Expressway は、最大 500 の同時検索をサポートします。 

検索履歴リスト 

検索履歴のサマリリストには次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

開始時刻（Start time） 検索を開始した日時。 

検索タイプ（Search type） 送信するメッセージのタイプ。 

ソース（Source） コールを開始したエンドポイントのエイリアス。 

接続先（Destination） エンドポイントからダイヤルしたエイリアス。これは、元のエイリアスがローカルに変換

されているか、ネイバーが照会される前であるため、コールが実際に発信されるエイリア

スと異なっている場合があります。 

ステータス（Status） 検索が成功したかどうかを示します。 

アクション（Actions） [表示（View）]をクリックすると、「検索の詳細（Search details）」ページに移動しま

す。このページに、この検索の詳細なリストが表示されます。 

 

リストのフィルタリング 

検索のリストを制限するには、1 つ以上の文字を[フィルタ（Filter）]フィールドに入力し、[フィルタ（Filter）]をクリック

します。入力した文字を（表示されたフィールドのいずれかに）含む検索のみが表示されます。 

検索の詳細なリストに戻るには、[リセット（Reset）]をクリックします。 

検索の詳細 

「検索の詳細（Search details）」ページには、（そのページにどのように到達したかに応じて）個々の検索か、または単一

のコールに関連付けられたすべての検索かのいずれかに関する詳細な情報が表示されます。表示される情報は次のとおりです。 

 検索されたサブゾーンとゾーン 

 コールパスとホップ 

 検索したエイリアスに適用されたトランスフォーメーション 

 コールによって使用される SIP バリアント 

 管理ポリシーまたはユーザポリシー（FindMe）などのポリシーの使用 

 使用したポリシーサービス 

検索に関連付けられたほかの情報と（検索が成功した場合の）結果のコールは、ページの下部にある[関連タスク（Related 

tasks）]セクション内のリンクを使用して表示できます。 
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 [このコールタグに関連付けられたすべてのイベントを表示（View all events associated with this call tag）]を

クリックすると、「イベントログ（Event Log）」ページに移動します。このページには、この検索に関連するコー

ルタグに関連付けられたイベントがフィルタリングされて表示されます。 

 [このコールタグに関連付けられた通話情報を表示（View call information associated with this call tag）] をクリッ

クすると、「コールの詳細（Call details）」ページに移動します。このページでは、コールの概要情報を表示でき

ます。  

 個々の検索の詳細を表示しており、同じコールに関連付けられたほかの検索がある場合は、[このコールタグに関連

付けられたすべての検索を表示（View all searches associated with this call tag）]が表示されます。これをクリ

ックすると、コールのコールタグに関連付けられたすべての検索に関する詳細情報が新しい「検索の詳細（Search 

details）」ページが表示されます。 

ローカル ゾーンのステータス 

「ローカル ゾーンのステータス（Local Zone status）」ページ（[ステータス（Status）] > [ローカル ゾーン（Local 

Zone）]）には、Expressway のローカルゾーンを構成するサブゾーン（デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン）

がリストされます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

サブゾーン名 

（Subzone name） 

この Expressway 上に現在設定されている各サブゾーンの名前。 

[サブゾーンの名前（Subzone name）]をクリックすると、そのサブゾーンの設定ページが表示

されます。 

コール（Calls） サブゾーンを現在通過しているコールの数。設定によっては、単一のコールが複数のサブゾーン

を通過する場合があります。たとえば、ローカルに登録されたエンドポイントからのコールは常

にトラバーサルサブゾーンを通過します。そのため、これらのコールは 2 回表示されます（発信

元のサブゾーンで 1 回とトラバーサルサブゾーンで 1 回）。 

使用済み帯域幅

（Bandwidth used） 

サブゾーンを通過するすべてのコールが使用する帯域幅の総量。 

 

ゾーンのステータス 

「ゾーンのステータス（Zone status）」ページ（[ステータス（Status）] > [ゾーン（Zones）]）には、Expressway 上

のすべての外部ゾーンのリストが表示されます。これには、コールの数と各ゾーンが使用している帯域幅の量が示されます。 

ゾーンのリストには、デフォルトゾーンと、作成されているその他のすべてのゾーンが常に含まれます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

名前（Name） この Expressway 上に現在設定されている各ゾーンの名前。 

ゾーンの名前をクリックすると、そのゾーンの設定ページが表示されます。 

タイプ（Type） ゾーンのタイプ。 

コール（Calls） 各ゾーンを現在通過している、または各ゾーンで受信したコールの数。 
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フィールド 説明 

使用済み帯域幅

（Bandwidth Used） 

各ゾーンを通過している、または各ゾーンで受信したすべてのコールが使用する帯域幅の総量。 

H.323/SIP のステータス

（H.323/SIP status） 

ゾーンの H.323 または SIP の接続ステータスを示します。 

 [オフ（Off）]：ゾーンまたはシステムのどちらかでプロトコルが無効になっています。 

 [アクティブ（Active）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっており、1 つ以上

の接続がアクティブになっています。複数の接続を設定し、それらの接続の一部が失敗し

た場合は、アクティブな接続数が表示されます。 

 [オン（On）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっていることを示します（アクテ

ィブな接続がないゾーンタイプ（たとえば、DNS ゾーンや ENUM ゾーンなど）の場合）。 

 [失敗（Failed）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっていますが、接続に失敗

しました。 

 [チェック中（Checking）]：そのゾーンに対してプロトコルが有効になっており、現在、

システムが接続を確立しようとしています。 

検索ルールのステータス

（Search rule status） 

このエリアを使用して、ゾーンが検索ルールのターゲットになっていないことを示します。 

 

帯域幅 

リンク ステータス 

「リンクステータス（Link status）」ページ（[ステータス（Status）] > [帯域幅（Bandwidth）] > [リンク（Links）]）

には、現在、Expressway 上で設定されているすべてのリンクと、コールの数および各リンクで使用されている帯域幅のリ

ストが表示されます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

名前（Name） 各リンクの名前。リンクの名前をクリックすると、そのリンクの設定ページが表示されます。 

コール（Calls） 現在リンクを通過しているコールの総数。システムがどのように設定されているかによって、単一

のコールが複数のリンクを通過する場合があります。 

使用済み帯域幅

（Bandwidth Used） 

現在リンクを通過しているコールの総帯域幅。 

 

パイプのステータス 

「パイプステータス（Pipe status）」ページ（[ステータス（Status）] > [帯域幅（Bandwidth）] > [パイプ（Pipes）]）

には、現在、Expressway 上で設定されているすべてのパイプと、コールの数および各パイプで使用されている帯域幅のリ

ストが表示されます。 

次の情報が表示されます。 
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フィールド 説明 

名前（Name） 各パイプの名前。パイプの名前をクリックすると、そのパイプの設定ページが表示されます。 

コール（Calls） 現在パイプを通過しているコールの総数。システムがどのように設定されているかによって、単一

のコールが複数のパイプを通過する場合があります。 

使用済み帯域幅

（Bandwidth Used） 

現在パイプを通過しているコールの総帯域幅。 

 

ポリシー サーバのステータスと復元力 

ポリシーサーバへの Expressway の接続を設定する場合、ステータスパスを指定する必要があります。ステータスパスはリ

モートサービスのステータスを取得できる場所からのパスを特定します。デフォルトはステータス（status）です。 

最大 3 つの異なるポリシーサーバアドレスを指定できます。Expressway は 60 秒ごとに、そのアドレスの到達可能性をテ

ストするために指定されたパスの各アドレスをポーリングします。Expressway は、標準 HTTP（S）応答ステータスコー

ドを受け入れます。（ポリシーサービスの開発者は、このコードによってサービスの該当するステータスが確実にわかるよ

うにしなければなりません）。 

サーバがステータス要求に応答しない場合、Expressway はサーバのステータスが障害状態にあると見なし、ステータスが

アクティブ状態に戻るまで、ポリシーサービス要求への問い合わせはされません。サーバのアベイラビリティは 60 秒のポ

ーリング間隔が経過するまで、再度チェックされません。 

Expressway がポリシーサービスを要求する必要がある場合、設定したサーバアドレスの 1 つを使ってサービスに接続しよ

うとします。[サーバ 1 アドレス（Server 1 address）]から始めて、設定されている場合は必要に応じて、[サーバ 2 アド

レス（Server 2 address）]、次に[サーバ 3 アドレス（Server 3 address）]という要領で順番に各アドレスを試みます。

最新のステータスクエリに基づき、サーバアドレスがアクティブ状態である場合に限り、Expressway はサーバアドレスの

使用を試みます。 

Expressway には、ポリシーサーバへの接続試行ごとに 30 秒の設定不可タイムアウト値があります。ただし、サーバに接

続できない場合は、接続障害がすぐに発生します。TCP 接続タイムアウトは通常 75 秒であることに注意してください。し

たがって、実際には、接続がすぐに到達不能になるか、30 秒の要求タイムアウトがまず発生するので、TCP 接続タイムア

ウトにはならない可能性が高いと言えます。 

Expressway は、設定されたアドレスを使用してポリシーサービスへの接続に失敗した場合は、設定されたデフォルト CPL

を使用します。 

このメソッドは復元力を提供しますがロードバランシングを提供するわけではないことに注意してください。つまり、サー

バアドレスが正しく機能するという前提で、すべての要求がサーバ 1 アドレスに送信されます。 

Expressway によるポリシー サーバのステータスの表示 

各ポリシーサービスへの接続状態の概要ビューは、「ポリシー サービス ステータス（Policy service status）」ページ

（[ステータス（Status）] > [ポリシーサービス（Policy services）]）で表示できます。 

一連のポリシーサービスには、「ポリシーサービス（Policy services）」ページ（[設定（Configuration）] > [ダイヤル

プラン（Dial plan）] > [ポリシーサービス（Policy services）]）で定義されるすべてのサービスとともに、コールポリシ

ーサービスが必要に応じて含まれます。 

次の情報が表示されます。 
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フィールド 説明 

名前（Name） ポリシーサービスの名前。 

[名前（Name）]をクリックすると、設定の変更、または接続の問題の詳細を確認できるそのサービス用の設

定ページが表示されます。 

URL サービスのアドレス。各サービスは復元力のために複数のサーバアドレスで設定できることに注意してくだ

さい。このフィールドは、Expressway が使用する現在選択されているサーバアドレスを表示します。 

状態（Status） そのサーバをポーリングした前回の試行に基づく現在のサービスステータス。 

前回の使用

（Last Used） 

サービスが Expressway で最後に要求された時刻を示します。 

 

TURN リレーの使用状況 
「TURN リレーの使用状況（TURN Relay Usage）」ページ（[ステータス（Status）] > [TURN リレーの使用状況（TURN 

relay usage）]）には、TURN サーバに接続されているすべてのクライアントのサマリリストが表示されます。 

TURN サービスは Expressway-E システムでのみ使用できます。これらのサービスは、[設定（Configuration）]> [トラバ

ーサル（Traversal）] > [TURN] で設定できます。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

クライアント（Client） リレーを要求したクライアントの IP アドレス。 

メディアの接続先（Media 

destinations） 

メディアがリレーされる宛先システムのアドレス。 

接続プロトコル（Connection 

Protocol） 

クライアントが TCP で接続されているか、または UDP で接続されている

かを示します。 

リレー（Relays） クライアントが使用する現在のリレーの数。 

 

クライアント接続の TURN リレーの詳細の表示 

特定のクライアントをクリックすると、そのクライアントが使用しているすべてのリレーとポートを表示できます。 

関連するリレーピアのアドレス/ポートがリレーごとに表示されます。また、各リレーの関連付けられたピアのアドレス/ポー

ト（メディアを宛先システムに送信する TURN サーバリレーポート）も表示されます。リレーに関する特定の統計情報を表示

するには、[表示（View）]をクリックし、「TURN リレーのサマリ（TURN relay summary）」ページに移動します。 

TURN リレーのサマリ 

「TURN リレーのサマリ（TURN relay summary）」ページには、そのリレーに関連付けられた権限、チャネル、および

要求のサマリカウントを含む特定のリレーに関する概要情報が表示されます。 

このページにアクセスするには、[ステータス（Status）] > [TURN リレーの使用状況（TURN relay usage）]に移動し、

TURN クライアントの[表示（View）]をクリックして、必要なリレーの[表示（View）]を再度クリックします。 

リレーに関する詳細については、このページの下部にある[関連タスク（Related tasks）]セクション内のリンクを使用し

て表示できます。これらのリンクでは、次を確認できます。 

 [このリレーの権限を表示（View permissions for this relay）]：このリレーに定義された権限に関する情報。 

 [このリレーのチャネルを表示（View channels for this relay）]：このリレーに定義されたチャネルバインドに関

する情報。 

 [このリレーのカウンタを表示（View counters for this relay）]：受信した TURN 要求の数と、送信された TURN 

の成功応答またはエラー応答の数に関する情報。また、このリレーを割り当てたクライアントで送受信されたパケ

ット数のカウントも表示されます。 
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ユニファイド コミュニケーションのステータス 

「ユニファイドコミュニケーションのステータス（Unified Communications status）」ページ（[ステータス（Status）] 

> [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）]）には、ユニファイドコミュニケーションサービスの

現在のステータスが表示されます。 

 設定された Unified CM と IM&P サーバの数（Expressway-C のみ） 

 アクティブなプロビジョニングセッションの現在の数（Expressway-C のみ） 

 現在のコールの数 

 ユニファイドコミュニケーションサービス用に設定されたすべてのドメインとゾーン 

 SSO アクセス要求と応答に関する統計情報 

設定上の問題や接続上の問題が検出された場合は、その問題の解決方法に関するリンクまたはガイドラインのいずれかが示

されたメッセージが表示されます。 

また、次のような詳細なステータス情報も表示されます。 

 現在および最新（赤で表示）のすべてのプロビジョニングセッションのリスト（Expressway-C のみ） 

 トラバーサルゾーンを通じて自動的に生成された SSH トンネルのサービス要求のリスト 

MRA 認証統計情報のチェック 

[ステータス（Status）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] > [MRA 認証統計情報の詳細

を表示（View detailed MRA authentication statistics）]に移動して、発行された要求と応答の概要と、認証の成功また

は失敗の詳細な統計情報を表示します。 

特定の要求または応答タイプのインスタンスが存在しない場合、そのタイプのカウンタは表示されません。 

SSH トンネル ステータス 

このページには、この Expressway とその「トラバーサルパートナー」との間の SSH トンネルのステータスが表示されます。

このステータスは、トンネルのいずれかの側、つまり、Expressway-C または Expressway-E から確認することができます。 

次に、SSH トンネルが失敗する理由をいくつか示します。 

 Expressway-C が Expressway-E を見つけることができない。 

 それらの間にファイアウォールがありますか。TCP 2222 は Expressway-C から Expressway-E まで開いてい

ますか。 

 Expressway-C および Expressway-E 向けの転送およびリバース DNS エントリがありますか。 

トレースルートと ping を使用して、接続に問題があるかどうかを確認します。 

 サーバが互いに信頼していない。 

 パートナーは NTP サーバを使用して同期されていますか。パートナー間の時間差が大きいと、互いの信頼関係

が損なわれる可能性があります。 

 サーバ証明書は有効で最新のものですか。発行元 CA は相手側から信頼されていますか。 

 Expressway-E のローカルデータベースに認証アカウントが追加されていますか。 

 同じ認証アカウントが Expressway-C に入力されていますか。 

Expressway-C（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [セキュアトラバーサルのテスト

（Secure traversal test）]）からセキュアトラバーサルのテストを行い、Expressway-E の FQDN を入力します。 
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Microsoft 相互運用性 

Microsoft に登録済みの FindMe ユーザのステータス 

[ステータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [Microsoft に登録済みの FindMe ユーザ（Microsoft-

registered FindMe users）]のページには、Microsoft 相互運用性サービスによって処理されているすべての FindMe ID の

現在のステータスがリストされます。 

これは、Microsoft クライアントと FindMe の両方が同じ SIP ドメインを使用している場合はその両方が使用する導入環境

に適用されます。この機能を有効にするには、「Microsoft 相互運用性の設定（Microsoft Interoperability configuration）」

ページで[FindMe ユーザをクライアントとして Microsoft サーバに登録（Register FindMe users as clients to 

Microsoft server）]が[はい（Yes）]に設定されている必要があります。 

次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 

URI FindMe ID。 

登録の状態

（Registration 

state） 

FindMe ID が Microsoft のフロントエンドサーバに正常に登録されているかどうかを示します。これ

を行うことによって、Microsoft インフラストラクチャはコールを FindMe ID に転送できます。 

FindMe ID が Active Directory で有効なユーザである場合のみ FindMe ユーザを Microsoft インフラ

ストラクチャに登録できることに注意してください（同様に Microsoft クライアントが登録できるの

は、所有している有効なアカウントが AD で有効な場合に限ることに注意してください）。 

ピア（Peer） URI を登録しているクラスタピア。 

 

各 FindMe ID の詳細なステータス情報を表示するには、[アクション（Action）]列の[編集（Edit）]をクリックします。こ

れは、登録またはサブスクリプションの失敗の診断に役立ちます。 

Microsoft 製品との相互運用性のステータス 

Microsoft 相互運用性サービスのステータスを確認するには、[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [Microsoft 相互運用性（Microsoft Interoperability）]に移動します。 

このサービスは、Expressway と Microsoft サーバの間の SIP コールをルーティングします。 

表示される情報は次のとおりです。 

 Microsoft 相互運用性の B2BUA を通過する現在のコールの数 

 許可された Microsoft 相互運用性コールの数のパーセンテージとしてのリソース使用状況 

TMS Provisioning Extension サービスのステータス 

「TMS Provisioning Extension サービスのステータス（TMS Provisioning Extension service status）」ページ（[ステ

ータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning 

Extension services）] > [TMS Provisioning Extension サービスのステータス（TMS Provisioning Extension service 

status）]）には、Expressway が接続されている（または接続しようとしている）各 Cisco TMSPE サービスのステータス

が表示されます。 

表示される各サービスのサマリの詳細は次のとおりです。 

 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

概要およびステータス情報 

 

344 

 接続の現在のステータス 

 新しいデータの最新の更新が実行された日時 

 更新のためにサービスが最後にポーリングされた日時 

 次回のポーリングの予定時刻 

[表示（View）]をクリックして、次を含むサービスに関する詳細を表示します。 

 接続障害に関するトラブルシューティング情報を含む接続ステータスと設定の追加情報 

 実際に Cisco TMSPE サービスへの接続があるクラスタ内の Expressway（Expressway がクラスタの一部である場

合にのみ表示） 

 最新の更新の改訂番号を含む、サービスによって提供された各データテーブルの詳細と、それらのテーブル内のレ

コードを表示する機能 

Cisco TMS を使用してサービスの設定を変更することを推奨します。ただし、この Expressway の現在の設定は「TMS 

Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）」ページ（[システム（System）] > [TMS 

Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）]）から変更できます。 

詳細については、プロビジョニングサーバの項を参照してください。 

プロビジョニング サーバのデバイス要求のステータス（Cisco TMSPE） 

「デバイス要求のステータス（Device requests status）」ページ（[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）] > [デバイス要

求（Device requests）]）には、Cisco TMSPE を使用する際の Expressway プロビジョニングサーバのステータスが表示

されます。 

デバイスプロビジョニングが有効にされている場合、Expressway プロビジョニングサーバは Cisco TMS プロビジョニン

グメカニズムを通じて Cisco TMS が提供したデータを使用して、プロビジョニング関連のサービスをプロビジョニング済

みのデバイスに提供します。 

バージョン X8.8 以降、Expressway はプロビジョニングデータと FindMe データの Expressway への提供に Cisco 

TelePresence Management Suite Provisioning Extension（Cisco TMSPE）サービスのみをサポートしています。このモ

ードでは、すべてのプロビジョニングデータと FindMe データは、Cisco TMS 内のみで管理、維持されます。 

プロビジョニングサーバ 

このセクションにはサーバのステータスが表示され、Expressway が最後に再起動されてからサーバが受信したサブスクリ

プション要求のサマリが示されます。次の数値が表示されます。 

 受信したサブスクリプション要求の総数 

 プロビジョニング応答を正常に送信した要求数 

 プロビジョニングを要求しているアカウントが見つからなかったことが原因で失敗した要求数 

 プロビジョニングを要求しているアカウントに、そのアカウントに関連付けられたプロビジョニング済みのデバイ

スがなかったことが原因で失敗した要求数 
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モデルライセンス 

このセクションには、システム内で使用可能なプロビジョニングライセンスのステータスが表示されます。表示される情報

は次のとおりです。 

 総ライセンス数の上限と現在も使用可能な（制限のない）ライセンスの数 

 この Expressway（または Expressway クラスタ）に登録されたデバイスが現在使用しているライセンスの数。こ

の情報は、この Expressway がプロビジョニングしたデバイスタイプごとに分類されます。 

ライセンス情報は、Cisco TMSPE デバイスサービスによって、Cisco TMS と Expressway 間で交換されます。デバイスサー

ビスがアクティブになっていない場合は、Expressway のプロビジョニングサーバはデバイスをプロビジョニングできません。 

ライセンス制限と制限のないライセンスの数は、Cisco TMS が管理しているすべての Expressway および Expressway ク

ラスタが使用できるライセンスの全体数を示します。そのため、ライセンス制限と制限のないカウント間の違いは、この特

定の Expressway または Expressway クラスタに示される使用されたライセンスの数の合計と一致しない場合があります。 

電話帳サーバ 

電話帳サーバは、電話帳ディレクトリとルックアップ機能をプロビジョニング済みのユーザに提供します。 

このセクションにはサーバのステータスが表示され、Expressway が最後に再起動されてからプロビジョニング済みのユー

ザからサーバが受信した電話帳検索要求の数のサマリが示されます。 

Cisco TMSPE サービスから提供されたユーザ レコード 

Cisco TMSPE のユーザサービスが提供するデータレコードを表示するには、[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）] > [ユーザ

（Users）] > ... に移動した後、次の関連テーブルに移動します。 

 アカウント（Accounts） 

 グループ（Groups） 

 テンプレート（Templates） 

選択したテーブルのすべてのレコードが表示されます。一部のテーブルには数千個のレコードが含まれており、データが表

示されるまでに時間がかかる場合があります。 

ビューのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、表示された一連のデータをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ペ

ージにわたる場合にのみ表示されます。ステータスページには、1 ページあたり 200 のレコードが表示されます。 

各関連フィールドをフィルタするために使用するテキスト文字列を入力するか、または値を選択し、[フィルタ（Filter）]を

クリックします。 

選択したフィルタオプションのすべてに一致するレコードのみが表示されます。テキスト文字列のフィルタリングでは大文

字と小文字が区別されません。 
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より詳細なレコードと関連するレコードの表示 

[表示（View）]をクリックすると、選択したレコードに関するより詳細な情報が表示されます。多くのビューでは関連情報

をクリックすると、その項目に関連付けられたデータレコードを表示できます。たとえば、ユーザグループを表示すると、

関連するユーザテンプレートにもアクセスできます。ユーザアカウントを表示した場合、[プロビジョニングされたデータ

の確認（Check provisioned data）] をクリックすると、そのユーザにプロビジョニングされるデータを確認できます。 

Cisco TMSPE サービスが提供する FindMe レコード 

Cisco TMSPE の FindMe サービスが提供するデータレコードを表示するには、[ステータス（Status）] > [アプリケーショ

ン（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）] > [FindMe] 

> ... に移動した後、次の関連テーブルに移動します。 

 アカウント（Accounts） 

 ロケーション（Locations） 

 デバイス（Devices） 

選択したテーブルのすべてのレコードが表示されます。一部のテーブルには数千個のレコードが含まれており、データが表

示されるまでに時間がかかる場合があります。 

ビューのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、表示された一連のデータをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ペ

ージにわたる場合にのみ表示されます。ステータスページには、1 ページあたり 200 のレコードが表示されます。 

各関連フィールドをフィルタするために使用するテキスト文字列を入力するか、または値を選択し、[フィルタ（Filter）]を

クリックします。 

選択したフィルタオプションのすべてに一致するレコードのみが表示されます。テキスト文字列のフィルタリングでは大文

字と小文字が区別されません。 

より詳細なレコードと関連するレコードの表示 

[表示（View）]をクリックすると、選択したレコードに関するより詳細な情報が表示されます。多くのビューでは関連情報

をクリックすると、その項目に関連付けられたデータレコードを表示できます。たとえば、FindMe ユーザを表示すると、

関連する場所のレコードとデバイスレコードにもアクセスできます。 

Cisco TMSPE サービスが提供する電話帳レコード 

Cisco TMSPE 電話帳サービスが提供したデータレコードを表示するには、[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）] > [電話帳

（Phone books）] > ...に移動した後、関連するテーブルに移動します。 

 フォルダ（Folders） 

 エントリ（Entries） 

 連絡先メソッド（Contact methods） 

 ユーザ アクセス（User access） 

選択したテーブルのすべてのレコードが表示されます。一部のテーブルには数千個のレコードが含まれており、データが表

示されるまでに時間がかかる場合があります。 
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ビューのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、表示された一連のデータをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ペ

ージにわたる場合にのみ表示されます。ステータスページには、1 ページあたり 200 のレコードが表示されます。 

各関連フィールドをフィルタするために使用するテキスト文字列を入力するか、または値を選択し、[フィルタ（Filter）]を

クリックします。 

選択したフィルタオプションのすべてに一致するレコードのみが表示されます。テキスト文字列のフィルタリングでは大文

字と小文字が区別されません。 

より詳細なレコードと関連するレコードの表示 

[表示（View）]をクリックすると、選択したレコードに関するより詳細な情報が表示されます。多くのビューでは関連情報

をクリックすると、その項目に関連付けられたデータレコードを表示できます。たとえば、電話帳のエントリを表示すると、

関連する連絡先メソッドまたはフォルダにもアクセスできます。 

プロビジョニングされたデバイス 

「プロビジョニングされたデバイスのステータス（Provisioned device status）」ページ（[ステータス（Status）] > [ア

プリケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning Extension services）] 

> [プロビジョニングされたデバイスのステータス（Provisioned device status）]）には、Expressway のプロビジョニン

グサーバにプロビジョニング要求を送信したすべてのデバイスのリストが表示されます。 

ビューのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、表示された一連のデータをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ペ

ージにわたる場合にのみ表示されます。ステータスページには、1 ページあたり 200 のレコードが表示されます。 

各関連フィールドをフィルタするために使用するテキスト文字列を入力するか、または値を選択し、[フィルタ（Filter）]を

クリックします。 

選択したフィルタオプションのすべてに一致するレコードのみが表示されます。テキスト文字列のフィルタリングでは大文

字と小文字が区別されません。 

このリストには、現在および過去にプロビジョニングされたすべてのデバイスが表示されます。最初のプロビジョニング要

求が行われた後にデバイスがリストに表示されます。[アクティブ（Active）]列には、デバイスが現在プロビジョニングさ

れているか（そのためにプロビジョニングライセンスを消費しているか）が表示されます。 

プロビジョニングされたデータの確認 

「プロビジョニングされたデータの確認（Check provisioned data）」ページを使用して、Expressway のプロビジョニ

ングサーバが特定のユーザとデバイスの組み合わせに提供する設定データを確認できます。 

このページには、[ユーザ アカウント（User accounts）]のステータスページからのみアクセスできます（[ステータス

（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning 

Extension services）] > [ユーザ（Users）] > [アカウント（Accounts）]に移動し、確認するユーザを見つけて[プロビジ

ョニングされたデータの確認（Check provisioned data）]をクリックします）。 

プロビジョニングされたデータを確認するには、次の手順を実行します。 

1. [ユーザアカウント名（User account name）]に確認対象のユーザアカウントの名前が表示されていることを確認

します。 
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2. ユーザエンドポイントデバイスの[モデル（Model）]および[バージョン（Version）]を選択します。 

エンドポイントが実際に使用している[バージョン（Version）]が表示されない場合は、最も近い以前のバージョン

を選択します。 

3. [プロビジョニングされたデータの確認（Check provisioned data）] をクリックします。 

[結果（Results）]セクションに、そのユーザとデバイスの組み合わせにプロビジョニングされるデータが表示されます。 

アラームの管理 

アラームは、再起動などの管理者の手動による介入が必要なイベントや設定変更が Expressway で実行されたときに発生し

ます。アラームは、ディスクやファンの不良、高温など、ハードウェアおよび環境に問題がある場合にも発生します。 

「アラーム（Alarms）」ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）には、システム上に現在発生しているす

べてのアラーム（および、該当する場合は推奨される解決策）のリストが表示されます。Expressway 上で未確認のアラーム

が発生している場合、アラームアイコン がすべてのページの

右上部に表示されます。「アラーム（Alarms）」ページにアクセスするには、アラームアイコンをクリックします。 

各アラームは、アラームリストの右端の列に表示される 5 桁のアラーム ID によって識別されます。アラームは次のカテゴ

リに分類されます。 

アラーム ID プレフィクス カテゴリ 

10nnn ハードウェアに関する問題 

15nnn ソフトウェアに関する問題 

20nnn クラスタに関する問題 

25nnn ネットワークおよびネットワークサービスの設定 

30nnn ライセンス/リソース/オプションキー 

35nnn 外部アプリケーションおよびサービス（ポリシーサービスや LDAP/AD 設定など） 

40nnn セキュリティの問題（証明書、パスワードまたは安全でない設定など） 

45nnn 全般的な Expressway 設定の問題 

55nnn B2BUA の問題 

6nnnn ハイブリッドサービスアラーム 

60000 ～ 60099 管理コネクタアラーム 

60100 ～ 60199 カレンダーコネクタアラーム 

60300 ～ 60399 コールコネクタアラーム 

 

Expressway で発生したすべてのアラームは、Cisco TMS チケットとしても発生します。アラームのすべての属性（ID、重

大度など）が Cisco TMS に送信される情報に含められます。 

アラームに対処するには、それぞれの[アクション（Action）]ハイパーリンクをクリックし、問題を解決するために必要な

設定変更を行います。 

アラームを確認すると（アラームを選択し、[確認（Acknowledge）]ボタンをクリック）Web UI にアラームアイコンが表

示されなくなりますが、アラームは「アラーム（Alarms）」ページに[承認済み（Acknowledged）]のステータスで表示さ

れたままになります。新しいアラームが発生した場合は、アラームアイコンが再び表示されます。 
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 「アラーム（Alarms）」ページからアラームを削除することはできません。必要なアクションまたは設定変更が行

われるまで、Expressway はアラームを削除しません。 

 Expressway の再起動後、Expressway にまだ発生している[確認済み（Acknowledged）]のアラームが[新規

（New）]のステータスで再表示されていたら、これを再確認する必要があります。 

 この表示は、Expressway が最後に再起動されてからアラームが最初に発生した時点と最後に発生した時点を示し

ます。 

 Expressway がクラスタの一部である場合は、「アラーム（Alarms）」ページにそのクラスタピアで発生したすべ

てのアラームが表示されます。ただし、「現在」のピア（管理者として現在ログインしているピア）で発生したア

ラームのみしか確認できません。 

 アラーム ID をクリックすると、そのアラームが生成および解除されたときのすべてのオカレンスを示すイベントロ

グのフィルタリング済みビューが生成されます。 

発生する可能性がある特定のアラームに関する詳細については、アラームリストを参照してください。 

ログ 

イベント ログ 

「イベント ログ（Event Log）」ページ（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [イベント ログ（Event Log）]）で

は、最後のアップグレード以降にシステム上で発生したイベントのリストであるイベントログを表示し、検索することがで

きます。 

イベントログには最大 2 GB のデータが保持され、このサイズに到達すると、最も古いエントリが上書きされます。ただし、

最初の 50 MB のイベントログデータのみは Web インターフェイスを通じて表示できます。 

イベントログのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、イベントログをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ページにわた

る場合にのみ表示されます。ログページには、1 ページあたり 1,000 個のレコードが表示されます。 

検索する単語を入力して、[フィルタ（Filter）]をクリックします。 入力したすべての単語が含まれているイベントのみが

表示されます。 

さらに詳細なフィルタリングを行うには、[more options]をクリックします。これにより、次のような追加のフィルタリン

グ方式が提供されます。 

 [次の文字列を含む（Contains the string）]：ここに入力した正確なフレーズを含むイベントのみが含まれます。 

 [次のいずれかの単語を含む（Contains any of the words）]：ここに入力した単語のうち少なくとも 1 つを含むイ

ベントが含まれます。 

 [次の文字列を含まない（Not containing any of the words）]：ここに入力したいずれかの単語を含むイベントを

フィルタで除外します。 

注：フィルタリングに使用する単語間はスペースで区切ります。 

変更したフィルタ条件を再適用するには、[フィルタ（Filter）]をクリックします。ログの完全なリストに戻るには、[リセ

ット（Reset）]をクリックします。 
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ログ文字列の再設定 

「ログ文字列の設定（Configure the log settings）」ページをクリックすると、「ロギングの設定（Logging 

configuration）」ページに移動します。このページから、イベントログに記録されたイベントレベルを設定でき、イベント

ログをコピーできるリモートサーバも設定できます。 

ローカルディスクへの結果の保存 

結果セクションの内容をローカル PC またはサーバ上のテキストファイルにダウンロードする場合は、[このページをダウ

ンロード（Download this page）]をクリックします。 

[結果（Results）] セクション 

[結果（Results）]セクションには、現在のフィルタ条件に一致するすべてのイベントが最新のものから順番に表示されます。 

ほとんどの tvcs イベントでは、1 つ以上のフィールドにハイパーリンクが含まれています（そのようなフィールドは、そ

の上にカーソルを合わせると色が変わります）。ハイパーリンクをクリックして、同じテキスト文字列を含むイベントのみ

を表示できます。たとえば、[Event=]の後に表示されるテキストをクリックすると、その特定タイプのすべてのイベントが

表示されるようにリストがフィルタリングされます。同様に、特定の[コール ID（Call-Id）]をクリックすると、その特定

のコールへの参照を含んでいるイベントのみが表示されます。 

イベントログのカラーコード 

イベントログ内の特定のイベントは色分けされているため、簡単に特定することができます。これらのイベントは次のとお

りです。 

緑色のイベント： 

 System Start 

 Admin Session Start/Finish 

 Installation of <item> succeeded 

 Call Connected 

 Request Successful 

 Beginning System Restore 

 Completed System Restore 

オレンジ色のイベント： 

 System Shutdown 

 Intrusion Protection Unblocking 

紫色のイベント： 

 Diagnostic Logging 

赤色のイベント： 

 Registration Rejected 

 Registration Refresh Rejected 

 Call Rejected 

 Security Alert 

 License Limit Reached 

 Decode Error 
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 TLS Negotiation Error 

 External Server Communications Failure 

 Application Failed 

 Request Failed 

 System Backup Error 

 System Restore Error 

 Authorization Failure 

 Intrusion Protection Blocking 

イベントログの形式と内容の詳細については、「イベントログ形式（355 ページ）」と「イベントとレベル（357 ページ）」

を参照してください。 

設定ログ 

「設定ログ（Configuration Log）」ページ（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [設定ログ（Configuration 

Log）]）には、Expressway 設定に対して行われたすべての変更がリストされます。 

設定ログは最大で 30 MB のデータを保持し、このサイズに達すると最も古いエントリが上書きされます。Web インターフ

ェイスを使用して設定ログ全体を表示できます。 

設定ログのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、設定ログをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ページにわたる場

合にのみ表示されます。ログページには、1 ページあたり 1,000 個のレコードが表示されます。 

検索する単語を入力して、[フィルタ（Filter）]をクリックします。 入力したすべての単語が含まれているイベントのみが

表示されます。 

さらに詳細なフィルタリングを行うには、[その他のオプション（more options）]をクリックします。これにより、次のよ

うな追加のフィルタリング方式が提供されます。 

 [次の文字列を含む（Contains the string）]：ここに入力した正確なフレーズを含むイベントのみが含まれます。 

 [次のいずれかの単語を含む（Contains any of the words）]：ここに入力した単語のうち少なくとも 1 つを含むイ

ベントが含まれます。 

 [次の文字列を含まない（Not containing any of the words）]：ここに入力したいずれかの単語を含むイベントを

フィルタで除外します。 

注：フィルタリングに使用する単語間はスペースで区切ります。 

変更したフィルタ条件を再適用するには、[フィルタ（Filter）]をクリックします。ログの完全なリストに戻るには、[リセ

ット（Reset）]をクリックします。 

[結果（Results）] セクション 

[結果（Results）]セクションにはすべての Web ベースイベントが表示されます。最新のイベントが先頭に示されます。 

ほとんどのイベントでは、1 つ以上のフィールドにハイパーリンクが含まれています（そのようなフィールドは、その上に

カーソルを合わせると色が変わります）。ハイパーリンクをクリックして、同じテキスト文字列を含むイベントのみを表示

できます。たとえば、[Event=]の後に表示されるテキストをクリックすると、その特定タイプのすべてのイベントが表示さ

れるようにリストがフィルタリングされます。同様に、特定のユーザをクリックすると、その特定管理者アカウントに関連

するイベントのみが表示されます。 
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設定ログに表示されるすべてのイベントがレベル 1 のイベントとして記録されます。そのため、ロギングレベルを変更して

も設定ログでのそのプレゼンスに影響はありません。 

設定ログイベント 

Web インターフェイスを使用して管理者が行った Expressway 設定への変更には[システム設定の変更（System 

Configuration Changed）]というイベントフィールドがあります。 

これらのイベントごとに、[詳細（Detail）]フィールドに次の情報が示されます。 

 影響を受けた設定項目 

 変更前と変更後の内容 

 変更を加えた管理者ユーザの名前、および IP アドレス 

 変更が行われた日時 

ネットワーク ログ 

「ネットワーク ログ（Network Log）」ページ（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [ネットワークログ

（Network Log）]）には、この Expressway にログオンしたコールシグナリングメッセージのリストが表示されます。 

ネットワークログには最大 2 GB のデータが保持され、このサイズに到達すると、最も古いエントリが上書きされます。た

だし、最初の 50 MB のネットワークログデータを Web インターフェイスを通じて表示できます。 

ネットワーク ログのフィルタリング 

[フィルタ（Filter）]セクションでは、ネットワークログをフィルタリングできます。これは、表示する情報が複数ページに

わたる場合にのみ表示されます。ログページには、1 ページあたり 1,000 個のレコードが表示されます。 

検索する単語を入力して、[フィルタ（Filter）]をクリックします。 入力したすべての単語が含まれているイベントのみが

表示されます。 

さらに詳細なフィルタリングを行うには、[その他のオプション（more options）]をクリックします。これにより、次のよ

うな追加のフィルタリング方式が提供されます。 

 [次の文字列を含む（Contains the string）]：ここに入力した正確なフレーズを含むイベントのみが含まれます。 

 [次のいずれかの単語を含む（Contains any of the words）]：ここに入力した単語のうち少なくとも 1 つを含むイ

ベントが含まれます。 

 [次の文字列を含まない（Not containing any of the words）]：ここに入力したいずれかの単語を含むイベントを

フィルタで除外します。 

注：フィルタリングに使用する単語間はスペースで区切ります。 

変更したフィルタ条件を再適用するには、[フィルタ（Filter）]をクリックします。ログの完全なリストに戻るには、[リセ

ット（Reset）]をクリックします。 

ログ文字列の再設定 

「ログ文字列の設定（Configure the log settings）」ページをクリックすると、[ネットワークログの設定（Network Log 

configuration）] ページに移動します。このページから、ネットワークログに記録されたイベントレベルを設定できます。 
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ローカルディスクへの結果の保存 

結果セクションの内容をローカル PC またはサーバ上のテキストファイルにダウンロードする場合は、[このページをダウ

ンロード（Download this page）]をクリックします。 

[結果（Results）] セクション 

[結果（Results）]セクションには、ネットワークログモジュールそれぞれがログに記録したイベントが表示されます。 

ほとんどのイベントでは、1 つ以上のフィールドにハイパーリンクが含まれています（そのようなフィールドは、その上に

カーソルを合わせると色が変わります）。ハイパーリンクをクリックして、同じテキスト文字列を含むイベントのみを表示

できます。たとえば、[Module=]の後ろに表示されたテキストをクリックすると、リストがフィルタリングされ、その特定

のタイプのすべてのイベントが表示されます。 

ネットワークログに表示されるイベントは、「ネットワークログの設定（Network Log configuration）」ページで設定さ

れたログレベルによって異なります。 

ハードウェア ステータス 

「ハードウェア（Hardware）」ページ（[ステータス（Status）] > [ハードウェア（Hardware）]）には、Expressway ア

プライアンスの物理的なステータスに関する情報が表示されます。 

表示される情報は次のとおりです。 

 ファンの回転速度 

 コンポーネントの温度 

 コンポーネントの電圧 

標準的な制限の範囲外で動作しているコンポーネントの特定に役立つように、適正な最小レベルと最大レベルが表示さ 

れます。 

警告：自分で装置を点検しないでください。カバーを開けたり、取り外したりすると、感電やその他の危険があり、保証の

適用対象外となります。点検については、資格のある担当者にお問い合わせください。 

Expressway が VMware で動作している場合は、ハードウェアのステータス情報は表示されません。 
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イベント ログ レベルについて 

すべてのイベントには、1 ～ 4 の範囲で関連付けられたレベルがあり、レベル 1 のイベントが最も重要と見なされます。

次の表に、さまざまなイベントに割り当てられるレベルの概要を示します。 

レベル 割り当てられるイベント 

1 登録要求やコール試行などの高レベルイベント。人間が簡単に読み取れます。次に例を示します。 

 コール試行/接続/切断 

 登録試行/承認/拒否 

2 すべてのレベル 1 イベントおよび送受信されたプロトコルメッセージのログ（SIP、H.323、LDAP など）。

H.460.18 キープアライブや H.245 ビデオ高速更新などのノイズの多いメッセージは除きます。 

3 すべてのレベル 1 およびレベル 2 のイベントに加えて、次のイベントがあります。 

 プロトコルのキープアライブ 

 コール関連の SIP シグナリングメッセージ 

4 最も詳細なレベル：レベル 1、レベル 2、およびレベル 3 のすべてのイベントに加えて、次のイベントがあります。 

 ネットワークレベルの SIP メッセージ 

 

Expressway によってログに記録されるすべてのイベントと、それらがログに記録される詳細レベルの完全なリストについ

ては、イベントとレベルの項を参照してください。 

イベント ログ形式 

イベントログは、UNIX syslog 形式の拡張として表示されます。 

date time process_name: message_details 

値は次のとおりです。 

フィールド 説明 

date  メッセージが記録された現地の日付。 

time  メッセージが記録された現地の時刻。 

process_name  ログメッセージを生成するプログラムの名前。次のようなものが含まれます。 

 tvcs（Expressway プロセスから発信されるすべてのメッセージの場合） 

 web（すべての Web ログインおよび設定イベントの場合） 

 licensemanager（コールライセンスマネージャから発信されるメッセージの場合） 

 b2bua（B2BUA イベントの場合） 

 portforwarding（Expressway-C と Expressway-E 間の内部通信の場合） 

 ssh（Expressway-C と Expressway-E 間の ssh トンネルの場合） 

ただし、Expressway で実行している他のアプリケーションからのメッセージの場合は異なります。 

message_ 

details  
メッセージの本文（詳細については、メッセージの詳細フィールドの項を参照してください）。 
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管理者イベント 

管理者セッションに関連するイベントは次のとおりです。 

 Admin Session Start 

 Admin Session Finish 

 Admin Session Login Failure 

[詳細（Detail）] フィールドには、次の情報が含まれます。 

 セッションが関連する管理者の名前および IP アドレス 

 ログインが試行、開始、または終了された日時 

メッセージの詳細フィールド 

tvcs プロセスからログに記録されたすべてのメッセージについては、message_details フィールドにメッセージの本文が

格納されます。このフィールドは、人間が判読できる、スペースで区切られた複数の name=value ペアで構成されています。 

message_details フィールドの最初の名前要素は常に Event であり、最後の名前要素は常に Level です。 

次の表に、message_details フィールド内の考えられるすべての名前要素を、それぞれの説明とともに通常の表示順で示

します。 

注：次に説明するイベントに加え、非アクティブの状態が 1 時間経過するごとに、MARK 文字列を含む syslog.info イベン

トがログに記録されます。これは、ロギングがまだアクティブであることを確認するためです。 

名前 説明 

Event  ログメッセージが生成される原因となったイベント。Expressway によってログに記録されるすべてのイ 

ベントと、それらがログに記録されるレベルのリストについては、イベントとレベルを参照してください。 

User  ログイン試行が行われたときに入力したユーザ名。 

ipaddr  ログインしたユーザの送信元 IP アドレス。 

Protocol 
通信に使用されたプロトコルを示します。有効な値は次のとおりです。 

 TCP 

 UDP 

 TLS 

Reason イベントに関連する理由に関する情報を含んだテキストの文字列。 

Service 通信に使用されたプロトコルを示します。次のいずれかになります。 

 H323 

 SIP 

 H.225 

 H.245 

 LDAP 

 Q.931 

 NeighbourGatekeeper 

 Clustering 

 ConferenceFactory 

Message Type  メッセージのタイプを指定します。 
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名前 説明 

Response-

code 
SIP 応答コードか、または H.323 およびインターワーキングコールの場合は SIP 同等応答コード。 

Src-ip  送信元 IP アドレス（通信を確立しようとしたデバイスの IP アドレス）。これは、IPv4 アドレスか IPv6 ア

ドレスです。 

Dst-ip  宛先 IP アドレス（通信試行の宛先の IP アドレス）。宛先 IP は Src-ip と同じ形式で記録されます。 

Src-port 送信元ポート：通信を確立しようとしたデバイスの IP ポート。 

Dst-port 宛先ポート：通信試行の宛先の IP ポート。 

Src-alias  存在する場合は、メッセージの発信者に関連付けられた最初の H.323 エイリアス。 

存在する場合は、メッセージの発信者に関連付けられた最初の H.164 エイリアス。 

Dst-alias 存在する場合は、メッセージの受信者に関連付けられた最初の H.323 エイリアス。 

存在する場合は、メッセージの受信者に関連付けられた最初の H.164 エイリアス。 

Detail  イベントの説明的な詳細。 

Auth  コール試行が正常に認証されたかどうか。 

Method  SIP メソッド（INVITE、BYE、UPDATE、REGISTER、SUBSCRIBE など）。 

Contact  連絡先：REGISTER のヘッダー。 

AOR  レコードのアドレス。 

Call-id コール ID ヘッダーフィールドは、特定の招待、または特定のクライアントのすべての登録を一意に識別し

ます。 

Call-serial-

number 
特定のコールのすべてのプロトコルメッセージに共通のローカルコールシリアル番号。 

Tag  タグは、コールのすべてのフォークについて、Expressway ネットワーク上のすべての検索とプロトコルメ

ッセージに共通です。 

Call-routed Expressway がコールのシグナリングを取得したことを示します。 

To   REGISTER 要求の場合：REGISTER 要求の AOR。 

 INVITE の場合：ダイヤルされた元のエイリアス。 

 その他のすべての SIP メッセージの場合：宛先の AOR。 

Request-URI この要求の送信先のユーザまたはサービスを示す SIP または SIPS URI。 

Num-bytes メッセージで送受信されたバイト数。 

Protocol-

buffer 
メッセージが復号化できなかったときにバッファに含まれていたデータを表示します。 

Duration  要求/付与された登録満了期間 

Time  YYYY/MM/DD-HH:MM:SS 形式の完全な UTC タイムスタンプ。この形式を使用することによって、シン

プルな ASCII テキストの並べ替え/順序付けを時刻で自然に並べ替えることができます。これは、標準的な 

syslog タイムスタンプの制限により含まれています。 

Level  イベントログのレベルについての項で定義されているイベントログのレベル。 

UTCTime イベントが発生した時刻。UTC 形式で表示されます。 

 

 

イベントとレベル 

次の表に、イベントログに表示される可能性があるイベントのリストを示します。 
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イベント 説明 レベル 

Alarm acknowledged  管理者がアラームを確認しました。Detail イベントパラメータによって問題の特性に関す

る情報が提供されます。 

1 

Alarm lowered  アラームを発生させる原因となった問題が解決されました。Detail イベントパラメータに

よって問題の特性に関する情報が提供されます。 

1 

Alarm raised  Expressway が問題を検出し、アラームが発生しました。Detail イベントパラメータによ

って問題の特性に関する情報が提供されます。 

1 

Admin Session CBA 

Authorization Failure 
Expressway が証明書ベースの認証を使用するように設定されている場合にログイン試行

が失敗しました。 

1 

Admin Session Finish  管理者がシステムからログオフしました。 1 

Admin Session Login 

Failure  
管理者としてのログイン試行が失敗しました。これは、誤ったユーザ名またはパスワード

（あるいはその両方）が入力されたために発生した可能性があります。 

1 

Admin Session Start 管理者がシステムにログオンしました。 1 

Application Exit Expressway アプリケーションが終了しました。さらに詳しい情報が、Detail イベントパ

ラメータに示される場合があります。 

1 

Application Failed Expressway アプリケーションは予期しない障害によりサービスが停止しました。 1 

Application Start Expressway が起動しました。より詳しい情報が、Detail イベントパラメータに示される

場合があります。 

1 

Application Warning  Expressway アプリケーションはまだ実行していますが、回復可能な問題が発生していま

す。より詳しい情報が、Detail イベントパラメータに示される場合があります。 

1 

Authorization Failure  ユーザが無効なクレデンシャルを持っている、またはアクセスグループに属していない、

あるいはアクセスレベルが「なし」のグループに属しています。リモート認証が有効にな

っている場合に適用されます。 

1 

Beginning System 

Backup  
システムバックアップが起動しました。 1 

Beginning System 

Restore 
システムの復元が開始されました。 1 

Call Answer 

Attempted 
コールへの応答を試行しました。 1 

Call Attempted コールを試行しました。 1 

Call Bandwidth 

Changed  
コールのエンドポイントがコールの帯域幅を再ネゴシエートしました。 1 

Call Connected  コールが接続されました。 1 

Call Diverted  コールを転送しました。 1 

Call Disconnected  コールが切断されました。 1 

Call Inactivity Timer コールは、非アクティビティにより切断されました。 1 

Call Rejected  コールが拒否されました。Reason イベントパラメータには、H.225 追加原因コードのテ

キスト表現が含まれています。 

1 

Call Rerouted Expressway で[コールシグナリングの最適化（Call signaling optimization）]が[オン

（On）] に設定されており、コールシグナリングパスから Expressway が除外されて 

います。 

1 

CBA Authorization 

Failure 
証明書ベースの認証を使用したログイン試行が認証の失敗により拒否されました。 1 

Certificate 

Management 
セキュリティ証明書がアップロードされたことを示します。詳細については、Detail  

イベントパラメータを参照してください。 

1 

Completed System 

Backup  
システムのバックアップが完了しました。 1 

Completed System 

restore  
システムの復元が完了しました。 1 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

359 

イベント 説明 レベル 

Configlog Cleared  オペレータがコンフィギュレーションログをクリアしました。 1 

Decode Error  SIP メッセージまたは H.323 メッセージの復号化中に構文エラーが発生しました。 1 

Diagnostic Logging 診断のロギングが進行中であることを示します。Detail イベントパラメータに追加の 

詳細情報が示されます。 

1 

Error Response Sent  TURN サーバがクライアントに（STUN プロトコルを使用して）エラーメッセージを 

送信しました。 

3 

Eventlog Cleared オペレータがイベントログをクリアしました。 1 

External Server 

Communication 

Failure 

外部サーバとの通信が予期切失敗しました。Detail イベントパラメータで「応答なし」 

と「応答拒否」を区別する必要があります。関係するサーバは次のとおりです。 

 DNS 

 LDAP サーバ 

 ネイバーベートキーパー 

 NTP サーバ 

 ピア 

1 

Hardware Failure  
Expressway ハードウェアに問題があります。問題が解決しない場合は、シスコのサポー

ト担当者に連絡してください。 

1 

License Limit Reached  特定の機能のライセンスの制限に到達しました。Detail イベントパラメータに関連する 

機能や制限が示されます。 

これが頻繁に発生する場合は、シスコの担当者に連絡し、ライセンスを追加購入してく 

ださい。 

1 

Message Received  着信 RAS メッセージを受信しました。 2 

Message Received  着信 RAS NSM キープアライブ、ピア間の H.225、H.254、または RAS メッセージを受

信しました。 

3 

Message Received  （SIP）着信メッセージを受信しました。 4 

Message Rejected  次の 2 つの理由のどちらかで発生した可能性があります。 

 認証が有効になっており、エンドポイントがメッセージ（登録要求など）の 

Expressway への送信試行に失敗した場合。これは、エンドポイントが認証クレ 

デンシャルを提供していないか、またはクレデンシャルが Expressway が予期し

ていたものと一致しないかのいずれかの場合に発生します。 

 クラスタリングが有効になっていてもクラスタ上の帯域幅が同一に設定されてお

らず、さらに、Expressway が不明なピア、リンク、パイプ、サブゾーン、また 

はゾーンに関連するメッセージを受信した場合。 

1 

Message Sent  送信 RAS メッセージを送信しました。 2 

Message Sent  送信 RAS NSM キープアライブ、H.255、H.245、またはピア間の RAS メッセージが送

信されました。 

3 

Message Sent  （SIP）送信メッセージを送信しました。 4 

Operator Call 

Disconnect  
管理者がコールを切断しました。 1 

Outbound TLS 

Negotiation Error  
Expressway は TLS で別のシステムと通信できません。イベントパラメータで詳細情報が

提供されます。 

1 

Package Install 言語パックなどのパッケージがインストールされたか、または削除されました。 2 

Policy Change  ポリシーファイルが更新されました。 1 
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イベント 説明 レベル 

POST request failed  HTTP POST 要求が未許可セッションから送信されました。 1 

Provisioning プロビジョニングサーバからの診断メッセージ。Detail イベントパラメータに追加情報が

示されます。 

1 

Reboot Requested  システムリブートが要求されました。Reason イベントパラメータに具体的な情報が示さ

れます。 

1 

Registration Accepted  登録要求が承認されました。 1 

Registration Refresh 

Accepted  
登録の更新またはキープアライブの要求が承認されました。 3 

Registration Refresh 

Rejected  
登録更新の要求が拒否されました。 1 

Registration Refresh 

Requested  
登録の更新またはキープアライブの要求を受信しました。 3 

Registration Rejected  登録要求が拒否されました。Reason イベントパラメータと Detail イベントパラメータ

に、拒否の特性に関する情報が示されます。 

1 

Registration Removed  Expressway によって登録が削除されました。Reason イベントパラメータに登録が削除

された理由が示されます。理由は次のいずれかです。 

 認証の変更（Authentication change） 

 ゾーンの競合（Conflicting zones） 

 オペレータによる強制削除（Operator forced removal） 

 オペレータによる強制削除（すべての登録を削除）（Operator forced removal 

(all registrations removed)） 

 登録を優先（Registration superseded.） 

1 

Registration 

Requested  
登録が要求されました。 1 

Relay Allocated  TURN サーバリレーが割り当てられました。 2 

Relay Deleted  TURN サーバリレーが削除されました。 2 

Relay Expired  TURN サーバリレーの期限が切れました。 2 

Request Failed  Conference Factory への要求が失敗しました。 1 

Request Received  コール関連の SIP 要求を受信しました。 2 

Request Received  非コール関連 SIP 要求を受信しました。 3 

Request Sent  コール関連の SIP 要求を送信しました。 2 

Request Sent  非コール関連の SIP 要求を送信しました。 3 

Request Successful  成功した要求が Conference Factory に送信されました。 1 

Response Received  コール関連の SIP 応答を受信しました。 2 

Response Received  非コール関連 SIP 応答を受信しました。 3 

Response Sent  コール関連 SIP 応答を送信しました。 2 

Response Sent  非コール関連の SIP 応答を送信しました。 3 

Restart Requested  システムの再起動が要求されました。Reason イベントパラメータに具体的な情報が示さ

れます。 

1 

Search Attempted  検索を試行しました。 1 

Search Cancelled  検索がキャンセルされました。 1 

Search Completed  検索が完了しました。 1 

Search Loop detected  Expressway は[コールループ検出（Call loop detection）]モードになっており、ループ

化された検索のブランチを特定し、終了させました。 

2 
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イベント 説明 レベル 

Secure mode disabled  Expressway は正常に[高度なアカウントセキュリティ（Advanced account security）]

モードを終了しました。 

1 

Secure mode enabled  Expressway は正常に[高度なアカウントセキュリティ（Advanced account security）]

モードを開始しました。 

1 

Security Alert  Expressway でセキュリティ関連の潜在的な攻撃が検出されました。 1 

Success Response 

Sent  
TURN サーバがクライアントに（STUN プロトコルを使用して）成功メッセージを送信し

ました。 

3 

System backup 

completed  
システムのバックアッププロセスが完了しました。 1 

System Backup error  システムのバックアップ試行中にエラーが発生しました。 1 

System backup 

started  
システムのバックアッププロセスが開始しました。 1 

System Configuration 

Changed  
システムの設定項目が変更されました。Detail イベントパラメータに、変更された設定項

目の名前と新しい値が格納されます。 

1 

System restore 

completed  
システムの復元プロセスが完了しました。 1 

System restore 

backing up current 

config 

システムの復元プロセスが現在の設定のバックアップを開始しました。 1 

System restore 

backup of current 

config completed 

システムの復元プロセスが現在の設定のバックアップを完了しました。 1 

System restore error  システムの復元を試行中にエラーが発生しました。 1 

System restore 

started  
システムの復元プロセスが開始しました。 1 

System Shutdown  オペレーティングシステムがシャットダウンされました。 1 

System snapshot 

started  
システムスナップショットが開始されました。 1 

System snapshot 

completed  
システムスナップショットが完了しました。 1 

System Start  オペレーティングシステムが起動しました。起動に問題がある場合は、Detail イベントパ

ラメータに追加情報が格納されることがあります。 

1 

TLS Negotiation Error Transport Layer Security（TLS）接続がネゴシエートに失敗しました。 1 

Unregistration 

Accepted 
登録解除要求が承認されました。 1 

Unregistration 

Rejected 
登録解除要求が拒否されました。 1 

Unregistration 

Requested 
登録解除要求を受信しました。 1 

Upgrade ソフトウェアアップグレードプロセスに関連するメッセージ。Detail イベントパラメータ

に具体的な情報が示されます。 

1 
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CPL リファレンス 

コール処理言語（CPL）はコール処理を定義するための XML ベースの言語です。ここでは、Expressway の CPL の実装に

関する詳細を示します。CPL 標準規格の RFC 3880.と併せてお読みください。 

Expressway には数多くの強力な組み込みトランスフォーメーション機能が備わっています。そのため、高度なコール処理

ルールが必要な場合にのみ、CPL が必要になります。 

Expressway はほとんどの CPL 標準規格と、一部の TANDBERG 定義の拡張機能をサポートします。トップレベルのアク

ションである<incoming>と<outgoing>（RFC 3880 で説明）はサポートされません。代わりに、<taa:routed>セクション

内の CPL の単一のセクションをサポートします。 

CPL スクリプトを Expressway にアップロードすることによってコールポリシーを実装する場合、そのスクリプトは XML 

スキーマと照合してシンタックスが確認されます。スキーマには、基本の CPL 仕様用のスキーマと TANDBERG 拡張機能

用のスキーマの 2 つがあります。どちらのスキーマも Web インターフェイスからダウンロードして、Expressway へのア

ップロードの前にスクリプトを検証するために使用できます。 

次に、シンタックスを許可されるようにする名前空間の正しい使用方法を示します。 

<?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> 

<address-switch field="destination"> 

<address is="reception@example.com"> 

<proxy/> 

</address> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 

 

送信元アドレスと宛先アドレスの形式 

この項の説明でコールの送信元エイリアスまたは宛先エイリアスに言及する場合は、サポートされているすべてのアドレス

形式（URI、IP アドレス、E.164 エイリアスなど）を意味します。 

CPL アドレス スイッチ ノード 

address-switch ノードによって、コールの送信元エイリアスまたは宛先エイリアスに基づき、スクリプトは異なるアクシ

ョンを実行できます。照合するフィールドを指定してから、アドレスノードのリストに考えられる一致と関連付けられたア

クションを含めます。 

address-switch には、field と subfield という 2 つのノードパラメータがあります。 

アドレス 

address 構造体を address-switch 内に使用して、照合するアドレスを指定します。正規表現の使用をサポートします。 

有効な値は次のとおりです。 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc3880
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is=string 選択したフィールドとサブフィールドが指定した文字列と正確に一致しています。 
contains=string 選択したフィールドとサブフィールドに指定した文字列が含まれています。CPL 標準規格のみで表

示サブフィールドでのこの照合が可能です。ただし、Expressway ではどのタイプのフィールドでも

この照合が可能です。 
subdomain-
of=string 

選択したフィールドが数字（電話のサブフィールドなど）の場合、これはプレフィックスとして照

合します。たとえば、 

address subdomain-of="555"は 5556734 などと一致します。フィールドが数字でない場合は、通

常のドメイン名の照合が適用されます。たとえば、 

address subdomain-of="company.com"は nodeA.company.com などと一致します。 
regex="regular 
expression" 

選択したフィールドとサブフィールドは指定した正規表現を照合します。 

 

すべてのアドレスの比較では大文字と小文字の違いが無視されます。たとえば、address is="Fred"は fred、freD などと

一致します。 

フィールド 

address-switch ノード内では、必須の field パラメータで考慮対象のアドレスを指定します。次に、サポートされる属性

とその解釈を示します。  

フィールドパラメータ 

の属性 

SIP H.323 

unauthenticated-origin 着信メッセージの「From」フィ

ールドと「ReplyTo」フィール

ド。 

コールを開始した元の LRQ または ARQ の送信元エイリア

ス。SETUP を RAS の先行メッセージなしに受信した場合

は、発信元は SETUP から取得されます。 

authenticated-origin 

および 

origin 

正しく認証されている場合（ま 

たは関連する[認証ポリシー

（Authentication Policy）]が 

[認証済みとして処理（Treat as 

authenticated）]の場合）は、メッ

セージの「From」フィールドと

「ReplyTo」フィールド。それ以

外の場合は not-present です。 

正しく認証されている場合（または関連する[認証ポリシー

（Authentication Policy）]が[認証済みとして処理（Treat as 

authenticated）]の場合）は、コールを開始した元の LRQ また

は ARQ の送信元エイリアス。それ以外の場合は not-present。

SETUP メッセージは認証されないため、Expressway が 

SETUP メッセージを先行する RAS メッセージなしに受信し 

た場合、発信元は常に not-present になります。 

originating-zone コールの発信元のレッグのゾーンまたはサブゾーンの名前。コールがネイバーゾーン、トラバ

ーサルサーバゾーン、またはトラバーサルクライアントゾーンから発信された場合、これはゾ

ーン名と等しくなります。コールがローカルサブゾーンのいずれか内のエンドポイントから発

信された場合、これはサブゾーンの名前になります。コールがその他のローカルに登録された

エンドポイントから発信された場合、これは「DefaultSubZone」になります。それ以外の場合

は、「DefaultZone」になります。 
originating-user 関連する[認証ポリシー（Authentication Policy）]が[クレデンシャルの確認（Check 

credentials）]または[認証済みとして処理（Treat as authenticated）]の場合、これは認証に使

用されたユーザ名になります。それ以外の場合は not-present になります。 
registered-origin コールが登録済みのエンドポイントから発信された場合、これは登録したエイリアスのリスト

になります。それ以外の場合は not-present になります。 
destination 宛先エイリアス。 
original-destination 宛先エイリアス。 

 

適用する認証ポリシー設定は、着信メッセージの送信元に応じて、関連ゾーン用に設定されています。 

選択したフィールドに複数のエイリアスが含まれている場合、Expressway は次のアドレスノードに進む前に各アドレスノ

ードをすべてのエイリアスで照合しようとします。つまり、いずれかのエイリアスに一致する場合はアドレスノードは一致

します。 
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サブフィールド 

address-switch ノードでは、オプションのサブフィールドパラメータで考慮するアドレスに部分を指定します。次の表に、

サブフィールドの定義をエイリアスタイプごとに示します。 

照合するエイリアスタイプにサブフィールドが指定されていない場合は、not-present アクションが実行されます。 

address-type コールを発信したエンドポイントのタイプに基づいて、h323 または sip のいずれかになります。 
user URI エイリアスの場合は、これによってユーザ名の部分が選択されます。H.323 ID の場合は ID 全体、

E.164 番号の場合は番号全体になります。 
host URI エイリアスの場合は、これによってドメイン名の部分が選択されます。エイリアスが IP アドレスの場

合は、このサブフィールドはドット付き 10 進法形式の完全なアドレスになります。 
tel E.164 番号の場合は、これによって数字の文字列全体が選択されます。 
alias-type エイリアスのタイプの文字列表現を指定します。タイプは、エイリアスの形式から推定されます。可能な

タイプは次のとおりです。 

 アドレスタイプ 

 結果 

 URI 

 url-ID 

 H.323 ID 

 h323-ID 

 ダイヤル番号 

 dialedDigits 

 

otherwise 

otherwise ノードは、address-switch で指定されているアドレスが見つかったものの、先行するアドレスノードが 1 つも

一致しなかった場合に実行されます。 

Not-Present 

not-present ノードは、address-switch で指定されているアドレスがコールセットアップメッセージに含まれていなかっ

た場合に実行されます。この形式は、認証を使用するときに最も有効です。認証が有効になっている Expressway は、ポリ

シーを実行するときに認証されたエイリアスのみを使用します。そのため、認証されていないユーザからコールを受信した

ときに not-present アクションを使用し、適切なアクションを実行します（「認証されたユーザの発信者名の確認」の例を

参照してください）。 

Location 

CPL スクリプトは評価されるため、proxy ノードが実行される場合はコールの宛先として使用されるアドレス（H.323 ID、

URL、および E.164 番号）のリストを保持します。taa:location ノードを使用して場所の設定を変更することで、コール

を異なる宛先にリダイレクトできます。 

スクリプト実行の開始時に、場所の設定は元の宛先に初期化されます。 

次の属性は taa:location ノードでサポートされます。正規表現の使用をサポートします。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

365 

Clear = "yes" | "no" 新しいロケーションを追加する前に現在の場所の設定をクリアするかどうかを指定します。デ

フォルトでは、この場所が設定の末尾に追加されます。 
url=string 場所の設定に追加される新しい場所。所定の文字列で URL（user@domain.com など）、

H.323 ID または E.164 番号を指定できます。 
priority=<0.0..1.0> | 
"random" 

0.0 ～ 1.0 の範囲の浮動小数点数か、または、同じ範囲内の乱数を割り当てる random の 

いずれかとして指定されます。1.0 が最も高いプライオリティです。同じプライオリティ 

の場所の検索は並行して実行されます。 
regex="<regular 
expression>" 
replace="<string>" 

正規表現に一致する場所を変更する方法を指定します。 

source-url-for-
message="<string>" 

指定された文字列で From ヘッダー（送信元エイリアス）を置換します。 

source-url-for-message-
regex="<regular 
expression>" 

および 

source-url-for-message-
replace="<string>" 

指定した置換文字列で、正規表現に一致する From ヘッダー（送信元エイリアス）を置換 

します。複数の From ヘッダーがある場合（H.323 のみに適用）、一致しない From ヘッダ

ーは変更されずにそのまま残ります。 

 

From ヘッダーの送信元 URL が変更されると、対応する表示名も変更された送信元 URL のユーザ名の部分に一致するよう

に変更されます。 

Rule-Switch 

CPL のこの拡張機能は、コールの送信元と宛先の両方に基づいて決定を下す必要があるコールポリシーのスクリプトを簡

単にするために提供されています。taa:rule-switch には、順番にテストされる多くのルールを含めることができます。

一致が検出されるとすぐにそのルール要素内の CPL が実行されます。 

各ルールは次のいずれかの形式である必要があります。 

<taa:rule-switch> 
<taa:rule origin="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-regex="<regular 
expression>"> 
<taa:rule authenticated-origin="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-
regex="<regular expression>"> 
<taa:rule unauthenticated-origin="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-
regex="<regular expression>"> 
<taa:rule registered-origin="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-regex="<regular 
expression>"> 
<taa:rule originating-user="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-regex="<regular 
expression>"> 
<taa:rule originating-zone="<regular expression>" destination="<regular expression>" message-regex="<regular 
expression>"> 
</taa:rule-switch> 
 

さまざまな origin セレクタの意味は、field の項で説明されているとおりです。 

message-regex パラメータでは、着信 SIP メッセージ全体に対して正規表現を照合させることができます。 

message-regex パラメータを含むルールは H.323 コールを照合しません。 

Proxy 

proxy ノードでの実行時に、Expressway はコールを現在のロケーション設定で指定された場所に転送しようとします。ロ

ケーション設定に複数のエントリがある場合は、分岐されたコールになります。現在のロケーション設定が空の場合は、元

の宛先にコールが転送されます。 

proxy ノードでは、次のオプションパラメータがサポートされます。 
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timeout=<1..86400> 秒単位で指定されたタイムアウト時間 

stop-on-busy = "yes" | "no" ビジー応答を受信した場合に検索を停止するかどうか 

 

プロキシアクションによって、次の表に示す結果となる可能性があります。 

failure プロキシがコールのルーティングに失敗しました 
busy 宛先を検出したが、ビジー状態になっています 
noanswer 宛先を検出したが応答がありません 
redirection Expressway がコールのリダイレクトを求められています 
default 他の結果が適用されない場合に実行する CPL 

 

CPL はこれらの結果に基づいて、さらにアクションを実行することができます。どの結果ノードも proxy ノード内に含ま

れる必要があります。例： 

<proxy timeout="10"> 

<busy> 

<!--If busy route to recording service--> 

<location clear="yes" url="recorder"> 

<proxy/> 

</location> 

</busy> 

</proxy> 

 

Reject 

reject ノードが実行された場合、Expressway はそれ以降のスクリプト処理を中止し、現在のコールを拒否します。 

ここでは、カスタムの拒否文字列である status=string オプションと reason=string オプションがサポートされており、

ストリングの一貫性を確保するためにこれらを一緒に使用する必要があります。 

サポートされていない CPL 要素 

Expressway は現在、CPL RFC で説明されている一部の要素をサポートしていません。次の要素のいずれかを含むスクリ

プトをアップロードしようとすると、エラーメッセージが生成され、Expressway は既存のポリシーを使用し続けます。 

現在、次の要素はサポートされません。 

 time-switch 

 string-switch 

 language-switch 

 priority-switch 

 redirect 

 mail 

 log 

 subaction 

 lookup 

 remove-location 
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CPL の例 

ここでは、CPL 選択の例を示します。 

 認証されたユーザの発信者名確認 

 ドメインに基づいた発信者名確認 

 ローカルに登録されたエンドポイントからのコールのみの許可 

 デフォルトゾーンとデフォルトサブゾーンからのコールのブロック 

 ローカルゲートウェイへのアクセスの制限 

CPL の例：認証されたユーザの発信者名確認 

注：この動作はコールポリシールールを使用して設定できるため、CPL スクリプトを使用して行う必要はありません。た

だし、UI によって設定されたルールとアップロードされた CPL スクリプトを組み合わせて使用することはできないため、

UI ルールを使用して実装できない CPL 要件がある場合は、すべてのルールにスクリプトを使用する必要があります。「コ

ールポリシーについて（190 ページ）」を参照してください。 

この例では、認証された送信元アドレスを持つユーザからのコールのみが許可されます。認証を有効化する方法の詳細につ

いては、「デバイス認証について（109 ページ）」を参照してください。 

コールが Expressway-E を通じて着信する場合は、望ましくないコールがネットワーク内に進行しないように 

Expressway-E での発信者名確認を推奨します。 

<?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> 

<address-switch field="authenticated-origin"> 

<not-present> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</not-present> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 

 

CPL の例：エイリアスに基づいた発信者名確認 

注：この動作はコールポリシールールを使用して設定できるため、CPL スクリプトを使用して行う必要はありません。た

だし、UI によって設定されたルールとアップロードされた CPL スクリプトを組み合わせて使用することはできないため、

UI ルールを使用して実装できない CPL 要件がある場合は、すべてのルールにスクリプトを使用する必要があります。「コ

ールポリシーについて（190 ページ）」を参照してください。 

この例では、ユーザ ceo が、ユーザ vpsales、vpmarketing、または vpengineering からのコールのみを受け入れます。 

コールが Expressway-E を通じて着信する場合は、望ましくないコールがネットワーク内に進行しないように 

Expressway-E での発信者名確認を推奨します。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl" 

 xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd"> 

<taa:routed> 

<address-switch field="destination"> 

<address is="ceo"> 

<address-switch field="authenticated-origin"> 

<address regex="vpsales|vpmarketing|vpengineering"> 

<!-- Allow the call --> 

<proxy/> 

</address> 

<not-present> 

<!-- Unauthenticated user --> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</not-present> 

<otherwise> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</otherwise> 

</address-switch> 

</address> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 

 

CPL の例：ドメインに基づいた発信者名確認 

注：この動作はコールポリシールールを使用して設定できるため、CPL スクリプトを使用して行う必要はありません。た

だし、UI によって設定されたルールとアップロードされた CPL スクリプトを組み合わせて使用することはできないため、

UI ルールを使用して実装できない CPL 要件がある場合は、すべてのルールにスクリプトを使用する必要があります。「コ

ールポリシーについて（190 ページ）」を参照してください。 

この例では、ユーザの fred が annoying.com のすべてのユーザ、または認証されていないユーザからのコールを受け入れ

ません。その他のすべてのユーザはコールが許可されます。 

コールが Expressway-E を通じて着信する場合は、望ましくないコールがネットワーク内に進行しないように 

Expressway-E での発信者名確認を推奨します。 

<?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> 

<address-switch field="destination"> 

<address is="fred"> 

<address-switch field="authenticated-origin" subfield="host"> 

<address subdomain-of="annoying.com"> 

<!-- Don't accept calls from this source --> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</address> 

<not-present> 

<!-- Don't accept calls from unauthenticated sources --> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</not-present> 

<otherwise> 

<!-- All other calls allowed --> 

<proxy/> 

</otherwise> 

</address-switch> 

</address> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 
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CPL の例：ローカルに登録されたエンドポイントからのコールのみの許可 

この例では、管理者がローカルに登録されたエンドポイントから発信されたコールのみを許可しようと考えています。 

<?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> 

<address-switch field="registered-origin"> 

<not-present> 

<reject status="403" reason="Only local endpoints can use this Expressway"/> 

</not-present> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 
 

CPL の例：デフォルト ゾーンとデフォルト サブゾーンからのコールのブロック 

注：この動作はコールポリシールールを使用して設定できるため、CPL スクリプトを使用して行う必要はありません。た

だし、UI によって設定されたルールとアップロードされた CPL スクリプトを組み合わせて使用することはできないため、

UI ルールを使用して実装できない CPL 要件がある場合は、すべてのルールにスクリプトを使用する必要があります。「コ

ールポリシーについて（190 ページ）」を参照してください。 

ローカルに登録されたエンドポイントからのコールのみを許可するスクリプトは、デフォルトゾーンまたはデフォルトサブ

ゾーンからでなく、設定されたゾーンからのコールを許可するように拡張できます。 

<?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> 

<address-switch field="registered-origin"> 

<not-present> 

<address-switch field="originating-zone"> 

<address is="DefaultZone"> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</address> 

<address is="DefaultSubZone"> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</address> 

<otherwise> 

<proxy/> 

</otherwise> 

</address-switch> 

</not-present> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 
 

CPL の例：ローカル ゲートウェイへのアクセスの制限 

注：この動作はコールポリシールールを使用して設定できるため、CPL スクリプトを使用して行う必要はありません。た

だし、UI によって設定されたルールとアップロードされた CPL スクリプトを組み合わせて使用することはできないため、

UI ルールを使用して実装できない CPL 要件がある場合は、すべてのルールにスクリプトを使用する必要があります。「コ

ールポリシーについて（190 ページ）」を参照してください。 
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次の例では、ゲートウェイが 9 のプレフィックスで Expressway に登録されており、管理者は組織外からのコールをゲー

トウェイを通じてルーティングしないようにしたいと考えています。 

これを行うには、address-switch ノードを使用する方法と taa:rule-switch ノードを使用する方法の 2 つがあります。次に、

それぞれの例を示します。 

注：Cisco Unified Communications Manager でコールルーティングを使用すると、同じ結果を取得できます。この例が示

されているのは、これらのタイプのコールがネットワークのさらに深い部分に到達するのを防ぎたいと思う場合があるため

です。 

address-switch ノードの使用 

<?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> 

<address-switch field="destination"> 

<address regex="9(.*)"> 

<address-switch field="originating-zone"> 

<!-- Calls coming from the traversal zone are not allowed to use this gateway --> 

<address is="TraversalZone"> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</address> 

</address-switch> 

</address> 

</address-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 

 

taa:rule-switch ノードの使用 

<?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> 

<taa:rule originating-zone="TraversalZone" destination="9(.*)"> 

<!-- Calls coming from the traversal zone are not allowed to use this gateway --> 

<!-- Reject call with a status code of 403 (Forbidden) --> 

<reject status="403" reason="Denied by policy"/> 

</taa:rule> 

<taa:rule origin="(.*)" destination="(.*)"> 

<!-- All other calls allowed --> 

<proxy/> 

</taa:rule> 

</taa:rule-switch> 

</taa:routed> 

</cpl> 
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デバイス認証用の LDAP サーバの設定 

LDAP サーバ上の H.350 ディレクトリサービスに対してデバイスを認証するように Expressway を設定できます。 

ここでは、次の方法について説明します。 

 LDAP サーバにインストールする必要があるスキーマのダウンロード 

 Expressway で使用するための 2 つの一般的なタイプの LDAP サーバのインストールと設定 

 Microsoft Active Directory 

 OpenLDAP 

H.350 スキーマのダウンロード 

次の ITU 仕様で、LDAP サーバにインストールする必要があるスキーマについて説明します。 

H.350 マルチメディア会議用のディレクトリサービスアーキテクチャ：ネットワーク上のエンドポイントを表現す

る LDAP スキーマ 

H.350.1 H.323 用のディレクトリサービスアーキテクチャ：H.323 のエンドポイントを表現する LDAP スキーマ 

H.350.2 H.235 用のディレクトリサービスアーキテクチャ：H.235 の要素を表現する LDAP スキーマ 

H.350.4 SIP 用のディレクトリサービスアーキテクチャ：SIP のエンドポイントを表現する LDAP スキーマ 

 

スキーマは Expressway の Web インターフェイスからダウンロードできます。次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス（Devices）] > [H.350 ディレクトリスキーマ

（H.350 directory schemas）] に移動します。ダウンロード可能なスキーマのリストが表示されます。 

2. 各ファイルの横にある[ダウンロード（Download）]ボタンをクリックし、ファイルを開きます。 

3. ブラウザの[名前を付けて保存（Save As）]コマンドを使用してファイルをファイルシステムに保存します。 

Microsoft Active Directory 用の LDAP サーバの設定 

前提条件 

次の手順は、Active Directory がすでにインストールされていると想定しています。Active Directory のインストールの詳

細については、Windows のドキュメントを参照してください。 

次の手順は、Windows Server 2003 Enterprise Edition 用です。このバージョンの Windows を使用していない場合は、手

順が異なります。 

H.350 スキーマのインストール 

H.350 スキーマをダウンロードしたら、次のようにインストールします。 

コマンドプロンプトを右クリックし、[管理者として実行（Run as administrator）] を選択して管理者特権でのコマンドプ

ロンプトを開きます。ファイルごとに次のコマンドを実行します。 

ldifde -i -c DC=X <ldap_base> -f filename.ldf 

値は次のとおりです。 

<ldap_base>は Active Directory サーバのベース DN です。 
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H.350 オブジェクトの追加 

組織階層を作成します。 

1. Active Directory の[ユーザとコンピュータ（Users and Computers）] MMC スナップインを開きます。 

2. ベース DN で、[新しい組織ユニット（New Organizational Unit）] を右クリックします。 

3. h350 という組織ユニットを作成します。 

独自の組織ユニット内に H.350 ディレクトリを保持して H.350 オブジェクトを他のタイプのオブジェクトと区別すること

をお勧めします。これによって、BaseDN への Expressway 読み取りアクセスのみを許可するアクセス制御を設定してディ

レクトリの他のセクションへのアクセスを制限できます。 

H.350 オブジェクトを追加するには、次の手順を実行します。 

1. 次の内容の ldif ファイルを作成します。 

# MeetingRoom1 endpoint 

 dn: commUniqueId=comm1,ou=h350,DC=X 

 objectClass: commObject 

 objectClass: h323Identity 

 objectClass: h235Identity 

 objectClass: SIPIdentity 

 commUniqueId: comm1 

  h323Identityh323-ID: MeetingRoom1 

  h323IdentitydialedDigits: 626262 

  h235IdentityEndpointID: meetingroom1 

  h235IdentityPassword: mypassword 

 SIPIdentityUserName: meetingroom1 

 SIPIdentityPassword: mypassword 

 SIPIdentitySIPURI: sip:MeetingRoom@X 

 

2. 次のコマンドを使用して ldif ファイルをサーバに追加します。 

ldifde -i -c DC=X <ldap_base> -f filename.ldf 

値は次のとおりです。 

<ldap_base>は Active Directory サーバのベース DN です。 

上記の例では、MeetingRoom1 の H.323 ID エイリアス、626262 の E.164 エイリアス、および MeetingRoom@X の SIP URI 

を持つ単一のエンドポイントを追加します。また、エントリには認証時に使用された、ID が meetingroom1、パスワードが

mypassword の H.235 および SIP クレデンシャルも存在します。 

H.323 の登録では、H.323 と H.235 の属性を検索し、SIP は SIP の属性を検索します。したがって、エンドポイントを 1 

つのプロトコルだけで登録する場合は、もう一方のプロトコルに関連するエレメントを組み込む必要はありません。 

注：ldif ファイル内の SIP URI には、プレフィックスとして sip:が付けられている必要があります。 

詳細については何が発生するかについてのエイリアスが LDAP データベースにないと LDAP セクションを使用してデバイ

スの認証の登録については、エイリアスの送信元を参照してください。 
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TLS での保護 

TLS を使用するように Active Directory を有効にするには、証明書を要求し、Active Directory サーバにインストールする

必要があります。証明書は次の要件を満たす必要があります。 

 ローカルコンピュータの個人証明書ストアにあること。これは、[証明書（Certificates）] MMC スナップインを使

用して確認できます。 

 証明書に関連付けられている秘密キーの取得方法に関する機密情報がローカルに保存されていること。証明書を表

示すると、「この証明書に対応する秘密キーを所有しています（You have a private key that corresponds to this 

certificate）」というメッセージが表示されます。 

 強力な秘密キー保護が有効になっていない秘密キーを所有していること。これはキー要求に追加できる属性です。 

 Enhanced Key Usage の拡張にサーバ認証オブジェクトの識別子が含まれており、これもキー要求の一部になって

いること。 

 ドメインコントローラとクライアントの両方が信頼する CA から発行されていること。 

 ドメインコントローラの Active Directory 完全修飾ドメイン名が件名フィールドの共通名、またはサブジェクト代

替名拡張子の DNS エントリに含まれていること。 

LDAP サーバへの接続上で TLS を使用するように Expressway を設定するには、CA の証明書を信頼できる CA 証明書と

してアップロードする必要があります。これを行うには、Expressway で[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリテ

ィ（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]に移動します。 

OpenLDAP サーバの設定 

前提条件 

次の手順では、OpenLDAP サーバがすでにインストールされていることを前提としています。OpenLDAP のインストール

の詳細については、http://www.openldap.org にあるマニュアルを参照してください。 

次に、Linux プラットフォームで OpenLDAP の標準インストールを使用する例を示します。他のプラットフォームのイン

ストールについては、OpenLDAP のコンフィギュレーションファイルの場所が異なる場合があります。詳細については、

OpenLDAP のインストールマニュアルを参照してください。 

H.350 スキーマのインストール 

1. Expressway からすべてのスキーマファイルをダウンロードします（[設定（Configuration）] > [認証

（Authentication）] > [デバイス（Devices）] > [LDAP スキーマ（LDAP schemas）]）。ファイル名のすべての文

字が小文字であり、各ファイル名には .schema 拡張子が付けられていることを確認します。つまり、次のようにな

ります。 

commobject.schema 
h323identity.schema 
h235identity.schema 
sipidentity.schema 

2. 各スキーマファイルのインデックスは slapcat を使用して特定します。たとえば、commobject.schema の場合は

次のようになります。 

sudo slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output -n 0 | grep commobject,cn=schema 

この場合は、次のような情報が返されます。dn:cn={14}commobject、cn=schema、cn=config 

波カッコ {} 内のインデックス値は異なります。 

3. slapcat を使用して、各スキーマファイルを ldif 形式に変換します。前のコマンドによって返されたインデックス

値を使用します。たとえば、commobject.schema の場合は次のようになります。 

slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output -n0 -H ldap:///cn={14}commobject, 
cn=schema,cn=config -l cn=commobject.ldif 

http://www.openldap.org/
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4. テキストエディタを使用して、新たに作成したファイル（commobject ファイルの場合は cn=commobject.ldif）

を編集し、次の行を削除します。 

structuralObjectClass: 
entryUUID: 
creatorsName: 
createTimestamp: 
entryCSN: 
modifiersName: 
modifyTimestamp: 

5. ldapadd を使用して、各スキーマを ldap データベースに追加します。たとえば、cn=commobject.ldif の場合は次

のようになります。 

sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f cn\=commobject.ldif 

（cn の後ろのバックスラッシュはエスケープ文字です）。 

6. 各スキーマファイルに上記のステップを繰り返します。 

詳細については、https://help.ubuntu.com/13.04/serverguide/openldap-server.html を参照してください。 

H.350 オブジェクトの追加 

組織階層を作成します。 

1. 次の内容の ldif ファイルを作成します。 

 # This example creates a single organizational unit to contain the H.350 objects 
 dn: ou=h350,dc=my-domain,dc=com 
 objectClass: organizationalUnit 
 ou: h350 
 

2. 次の形式の slapadd を使用して、この ldif ファイルをサーバに追加します。 

slapadd -l <ldif_file> 

この組織ユニットは、Expressway が検索を実行する BaseDN を形成します。この例では、BaseDN は ou=h350,dc=my-

domain,dc=com となります。 

独自の組織ユニット内に H.350 ディレクトリを保持して H.350 オブジェクトを他のタイプのオブジェクトと区別すること

をお勧めします。これによって、BaseDN への Expressway 読み取りアクセスのみを許可するアクセス制御を設定してディ

レクトリの他のセクションへのアクセスを制限できます。 

注：ldif ファイル内の SIP URI には、プレフィックスとして sip:が付けられている必要があります。 

H.350 オブジェクトを追加するには、次の手順を実行します。 

1. 次の内容の ldif ファイルを作成します。 

 # MeetingRoom1 endpoint 
 dn: commUniqueId=comm1,ou=h350,dc=mydomain,dc=com 
 objectClass: commObject 
 objectClass: h323Identity 
 objectClass: h235Identity 
 objectClass: SIPIdentity 
 commUniqueId: comm1 
 h323Identityh323-ID: MeetingRoom1 
  h323IdentitydialedDigits: 626262 
  h235IdentityEndpointID: meetingroom1 
  h235IdentityPassword: mypassword 
 SIPIdentityUserName: meetingroom1 
 SIPIdentityPassword: mypassword 
 SIPIdentitySIPURI: sip:MeetingRoom@domain.com 
 

 

https://help.ubuntu.com/13.04/serverguide/openldap-server.html
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2. 次の形式の slapadd を使用して、この ldif ファイルをサーバに追加します。 

slapadd -l <ldif_file> 

上記の例では、MeetingRoom1 の H.323 ID エイリアス、626262 の E.164 エイリアス、および MeetingRoom@domain.com

の SIP URI を持つ単一のエンドポイントを追加します。また、エントリには認証時に使用された、ID が meetingroom1、 

パスワードが mypassword の H.235 および SIP クレデンシャルも存在します。 

H.323 の登録では、H.323 と H.235 の属性を検索し、SIP は SIP の属性を検索します。したがって、エンドポイントを 1 

つのプロトコルだけで登録する場合は、もう一方のプロトコルに関連するエレメントを組み込む必要はありません。 

詳細については何が発生するかについてのエイリアスが LDAP データベースにないと LDAP セクションを使用してデバイ

スの認証の登録については、エイリアスの送信元を参照してください。 

TLS での保護 

LDAP サーバへの接続は、Transport Level Security（TLS）を接続上で有効にすることによって暗号化できます。これを行

うには、Expressway がサーバの ID を検証できるように LDAP サーバの X.509 証明書を作成する必要があります。証明書

を作成した後は、証明書に関連付けられた次の 3 つのファイルを LDAP サーバにインストールする必要があります。 

 LDAP サーバの証明書 

 LDAP サーバの秘密キー 

 LDAP サーバの証明書の署名に使用された認証局（CA）の証明書 

3 つのファイルはすべて PEM ファイル形式である必要があります。 

LDAP サーバは、証明書を使用するように設定する必要があります。次の手順を実行します。 

 /etc/openldap/slapd.conf を編集し、次の 3 つの行を追加します。 

TLSCACertificateFile <path to CA certificate> 
TLSCertificateFile <path to LDAP server certificate> 
TLSCertificateKeyFile <path to LDAP private key> 

TLS 設定を有効にするには、OpenLDAP デーモン（slapd）を再起動する必要があります。 

LDAP サーバへの接続上で TLS を使用するように Expressway を設定するには、CA の証明書を信頼できる CA 証明書と

してアップロードする必要があります。これを行うには、Expressway で[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリテ

ィ（Security）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]に移動します。 

デフォルトの SSH キーの変更 

デフォルトキーを使用すると、Expressway に対して確立された SSH セッションが「中間者」攻撃に対して脆弱になる可

能性があります。そのため、Expressway に一意の新しい SSH キーを生成することを推奨します。 

Expressway が工場出荷時のデフォルトの SSH キーで設定されているままである場合は、「セキュリティアラート：SSH 

サービスはデフォルトキーを使用しています（Security alert: the SSH service is using the default key）」というアラーム

メッセージが表示されます。 

Expressway に新しい SSH キーを生成するには、次の手順を実行します。 

1. CLI に root としてログインします。 

2. regeneratesshkey と入力します。 

3. exit と入力して root アカウントからログアウトします。 
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4. Web インターフェイスにログインします。 

5. [メンテナンス（Maintenance）] > [再起動（Restart）] に移動します。「再起動（Restart）」ページが表示されます。 

6. 現在実行されているコールと登録の数を確認します。 

7. [システムの再起動（Restart system）]をクリックし、求められたら再起動を確認します。 

クラスタ化された Expressway システムがある場合は、クラスタピアそれぞれに新しい SSH キーを生成する必要があります。

各ピアに順番にログインし、上記の手順に従います。クラスタ化を解除したり、複製を無効にしたりする必要はありません。 

SSH を使用して Expressway へ次回ログインする際に、Expressway のキー ID が変更されたという警告を受け取る場合

があります。この警告を抑制するには、SSH クライアントに適したプロセスに従ってください。 

その後で Expressway が以前のバージョンの Expressway ファームウェアにダウングレードされた場合は、デフォルトの 

SSH キーが復元されます。 

デフォルト設定の復元（初期設定へのリセット） 

まれに、システムで「factory-reset」スクリプトを実行する必要が生じる場合があります。これは、ソフトウェアイメージ

を再インストールし、設定をデフォルトの最小機能にリセットするものです。 

はじめる前に 

システムの最初のセットアップ以降に、アップグレードした場合、リセットにより、最新のソフトウェアバージョンが再イ

ンストールされます。 

工場出荷時のリセット手順は、重大な障害が発生した後のシステムリカバリを目的としています。物理ストレージから情報

を消去するためのセキュリティメカニズムとしては設計されていません。リセットを使用して、システムを「クリーン」ま

たは「空白」の安全な状態に戻すことはしないようにしてください。リセットは、システムを最小の設定状態に戻すことだ

けを目的としています。 

システムは、リセットによってインストールされたソフトウェアバージョンに現在適用されるデフォルト設定値を使用しま

す。これは特にシステムが古いバージョンからアップグレードされている場合など、以前に設定された値と異なる可能性が

あります。特に、これは多重化されたメディアポートなどのポート設定に影響する場合があります。デフォルトの設定を復

元した後は、必要に応じて、これらのポート設定を、ファイアウォールが想定しているものと一致するポート設定にリセッ

トしてください（次に、必要に応じてオプションキー、SSH キーと FIPS140 モードのようないくつかの設定値を保持する

ことは可能ですが、これらの値をすべてリセットすることをお勧めします）。 

前提条件 

 このプロセスを完了するには仮想マシンコンソールが必要になるため、VM コンソールを開くための適切な 

VMware アクセスが必要です。 

 以下で説明する手順は、正常にインストールされた最新のソフトウェアイメージに基づいてシステムを再構築しま

す。再インストールには、/mnt/harddisk/factory-reset/ システムフォルダに格納されている次の 2 つのファイル

が使用されます。これらのファイルがシステムに存在しない場合があります（最も一般的にはアップグレードされ

ていない新規 VM のインストールの場合）。その場合、ルートとして SCP を使用して、ファイルを配置する必要が

あります。 

 16 文字のリリースキーが含まれた、rk という名前のテキストファイル 
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 .tar および .gz 形式のソフトウェアイメージが含まれた、tandberg-image.tar.gz という名前のファイル 

デフォルト設定へのリセット プロセス 

この手順は、コンソールで行う必要があります（またはアプライアンスに直接接続したキーボードとモニタを使用します）。

ネットワーク設定が書き換えられるため、すべてのコールとリセットを開始するために使用した SSH セッションが切断さ

れ、手順によって生成される出力を確認できなくなります。 

このプロセスには約 20 分かかります。 

1. root としてシステムにログインします。 

2. factory-reset と入力します。 

3. 必要に応じて質問に回答します。以下の推奨される応答を入力すると、システムが完全にリセットされ、工場出荷

時のデフォルト状態に戻ります。 

 
プロンプト 推奨される応答 

オプションキーを保持しますか [はい/いいえ] ?（Keep option keys [YES/NO]?） NO 

FIPS140 設定を保持しますか [はい/いいえ] ?（Keep FIPS140 configuration [YES/NO]?） NO 

IP 構成を保持しますか [はい/いいえ] ?（Keep IP configuration [YES/NO]?） NO 

ssh キーを保持しますか [はい/いいえ] ?（Keep ssh keys [YES/NO]?） NO 

サーバ証明書、関連するキー、および CA 信頼ストアを保持しますか [はい/いいえ]（Keep server 

certificate, associated key and CA trust store [YES/NO]?） 

このオプションでは SNI/ドメイン証明書は保持されません。どのように応答するかにかかわらず、

これらの証明書は常に削除されます。（[はい（Yes）] と応答した場合）サーバ証明書とそれに関

連付けられているキーと CA 信頼ストアのみが保存されます。 

NO 

root パスワードおよび管理者パスワードを保持しますか [はい/いいえ] ?（Keep root and admin 

passwords [YES/NO]?） 

NO 

ログファイルを保存しますか [はい/いいえ] ?（Save log files [YES/NO]?） NO 

 
4. 操作を続行することを確定します。 

5. VM 起動後に、インストールウィザードが表示されます。VM コンソールを使用してウィザードを完了する必要があ

ります。ステップ 3 での応答に応じてウィザードの質問の一部はスキップされますが、IP 設定とパスワードを維持

しているとしても、VM コンソールを使用してインストールウィザードを完了する必要があります。 

注：使用していた FIPS140 を再び有効にする場合は、FIPS140-2 暗号化モードの設定に関するこのガイドの項を参照して

ください。 

USB スティックを使用したリセット 

Cisco TAC は代替のリセット方法を提案することがあります。これには、USB スティックへのソフトウェアイメージのダ

ウンロードと、その後の USB スティックのプラグインを使用したシステムのリブートが含まれています。 

この方式を使用した場合は、USB スティックの使用後の消去と再構築が必要です。あるシステムをリセットしてから USB 

スティックを抜き取り、それを別のシステムに再使用しないでください。 

注：CE1100 以降のハードウェアアプライアンスに組み込まれているリセット機能では、内部リカバリパーティション

（IRP）が使用されます。詳細については、インストールおよびアップグレードガイドページの『CEnnnn アプライアンス

のインストールおよびアップグレードガイド』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
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パスワードの暗号化 

Expressway に設定されているすべてのパスワードが暗号化またはハッシュ形式のいずれかで安全に保存されます。これは、

次の項目に適用されます。これらのすべての項目にはユーザ名とパスワードが関連付けられています。 

 デフォルトの admin 管理者アカウント 

 追加の管理者アカウント 

 ローカル認証データベースクレデンシャル（他のデバイスが Expressway での認証を求められている場合に使用す

る有効なユーザ名とパスワードのリスト） 

 アウトバウンド接続クレデンシャル（別のシステムでの認証に必要な場合に Expressway が使用） 

 LDAP サーバ（LDAP サーバにバインドする際に Expressway が使用） 

Web インターフェイス 

Web インターフェイスを使用してパスワードを入力または表示するときは、入力している文字の代わりにプレースホルダ

文字（たとえば、ご使用のブラウザに応じてドットやアスタリスク）が表示されます。 

コマンドラインインターフェイス（CLI） 

コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してパスワードを入力する場合は、プレーンテキストでパスワードを入力

します。ただし、コマンドが実行されると、パスワードは次の例のように、{cipher}プレフィックス付きの暗号化された形

式で表示されます。 

xConfiguration Authentication Password: "{cipher}xcy6k+4NgB025vYEgoEXXw==" 

パスワードの最大長 

次の表に、入力可能なプレーンテキスト文字の最大数をパスワードのタイプごとに示します。 

パスワードタイプ 最大長 

admin アカウント 1024 

その他のローカル管理者アカウント 1024 

ローカルデータベース認証クレデンシャル 128 

アウトバウンド接続クレデンシャル 128 

LDAP サーバ 60 

 

次の点に注意してください。 

 ローカル管理者アカウントのパスワードは SHA512 を使用してハッシュされます。その他のパスワードは暗号化さ

れた形式で保存されます。 

 パスワードが暗号化されて保存される場合は、そのパスワードの元のプレーンテキストバージョンよりも多くの文

字が使用されます。 
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パターン マッチングの変数 

Expressway では、検索前トランスフォーメーションなどの多数の機能や、検索ルールとゾーントランスフォーメーション

の設定時にパターンマッチングを利用します。 

これらのパターンマッチのそれぞれで、Expressway ではパターンをチェックする前に現在の設定値で置換する変数を使用

できます。 

これらの変数は、次のいずれかまたは両方として使用できます。 

 検索するパターンのすべてまたは一部 

 検出されたパターンを置換する文字列のすべてまたは一部 

変数は、すべてのタイプのパターン（プレフィックス、サフィックス、正規表現、および完全一致）で使用できます。 

次の表に、変数として有効な文字列と、それらが表現する値を示します。 

文字列 返される値の表現 パターンフィールドでの使用時 置換フィールドでの使

用時 

%ip% xConfiguration Ethernet 1 IP V4 Address 

xConfiguration Ethernet 1 IP V6 Address 

xConfiguration Ethernet 2 IP V4 Address 

xConfiguration Ethernet 2 IP V6 Address 

すべての IPv4 アドレスと IPv6 

アドレスに一致しています。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

該当なし 

%ipv4% xConfiguration Ethernet 1 IP V4 Address 

xConfiguration Ethernet 2 IP V4 Address 
LAN 1 および LAN 2 に現在設定

されている IPv4 アドレスに一致

しています。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

該当なし 

%ipv4_1% xConfiguration Ethernet 1 IP V4 Address LAN 1 に現在設定されている IPv4 

アドレスに一致しています。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

LAN 1 IPv4 アドレスで

文字列を置き換えま

す。 

Expressway がクラス

タの一部である場合

は、ローカルピアのア

ドレスが常に使用され

ます。 
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文字列 返される値の表現 パターンフィールドでの使用時 置換フィールドでの使

用時 

%ipv4_2% xConfiguration Ethernet 2 IP V4 Address LAN 2 に現在設定されている IPv4 

アドレスに一致しています。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

LAN 2 IPv4 アドレスで

文字列を置き換えます。 

Expressway がクラス

タの一部である場合

は、ローカルピアのア

ドレスが常に使用され

ます。 

%ipv6% xConfiguration Ethernet 1 IP V6 Address 

xConfiguration Ethernet 2 IP V6 Address 
LAN 1 および LAN 2 に現在設定

されている IPv6 アドレスに一致

しています。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

該当なし 

%ipv6_1% xConfiguration Ethernet 1 IP V6 Address LAN 1 に現在設定されている 

IPv6 アドレスに一致していま

す。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

LAN 1 IPv6 アドレスで

文字列を置き換えます。 

Expressway がクラス

タの一部である場合

は、ローカルピアのア

ドレスが常に使用され

ます。 

%ipv6_2% xConfiguration Ethernet 2 IP V6 Address LAN 2 に現在設定されている 

IPv6 アドレスに一致してい 

ます。 

Expressway がクラスタの一部で

ある場合にすべてのピアアドレス

に適用されます。 

LAN 2 IPv6 アドレスで

文字列を置き換えます。 

Expressway がクラス

タの一部である場合

は、ローカルピアのア

ドレスが常に使用され

ます。 

%systemname% xConfiguration SystemUnit Name Expressway のシステム名に一致

しています。 

Expressway のシステ

ム名で文字列を置き換

えます。 

 

パターンが特定の名前に一致するかどうか、および予想どおりに変換されているかどうかは、[パターンの確認（Check 

pattern）]ツール（[メンテナンス（Maintenance）]> [ツール（Tools）] > [パターンの確認（Check pattern）]）を使用

してテストできます。 

ポート リファレンス 

ご使用のバージョンについては、Cisco Expressway シリーズ設定ガイドの Web ページにある『Cisco Expressway クラ

スタ作成および保守導入ガイド』（使用するバージョンに適合するもの）を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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正規表現 

正規表現は、エイリアストランスフォーメーション、ゾーントランスフォーメーション、CPL ポリシー、ENUM など、数

多くの Expressway 機能と組み合わせて使用できます。Expressway は POSIX 形式の正規表現構文を使用します。次の表

に、正規表現構文で一般的に使用される特殊文字を示します。これは、使用可能なすべての表現のサブセットでしかありま

せん。正規表現構文の詳細については、『Regular Expression Pocket Reference』という資料を参照してください。 

文字 説明 例 

. 任意の単一文字と一致します。   

\d 任意の 10 進数（0 ～ 9）と一致します。   

* 直前の文字または式の 0 回以上の繰り返しと一致 

します。 

.* は、文字のシーケンスと一致します。 

+ 直前の文字または式の 1 回以上の繰り返しと一致 

します。 

  

? 直前の文字または式の 0 回または 1 回以上の繰り返し

と一致します。 

9?123 は、9123 および 123 と一致します。 

{n} 直前の文字または式の n 回の繰り返しと一致します。 \d{3} は 3 桁の数字と一致します。 

{n,m} 直前の文字または式の n ～ m 回の繰り返しと一致し

ます。 

\d{3,5} は、3 桁、4 桁、5 桁の数字と一致します。 

[...] 一連の指定した文字と一致します。セット内の各文字

を個別に指定するか、または、範囲内の最初の文字、

その後に - 文字、その後に範囲内の最後の文字を入力

して、範囲を指定することができます。 

[] 内では特殊文字を使用できません。特殊文字はその

ままの文字として扱われます。 

[a-z] は英字と一致します。 

[0-9#*] は単一の E.164 文字と一致します。E.164 文

字のセットは、0 ～ 9 の数字とハッシュキー（#）お

よびアスタリスクキー（*）から構成されます。 

[^...] 指定した文字のセットを除くすべてと一致します。 

セット内の各文字を個別に指定するか、または、範囲

内の最初の文字、その後に - 文字、その後に範囲内 

の最後の文字を入力して、範囲を指定することがで 

きます。 

[] 内では特殊文字を使用できません。特殊文字はその

ままの文字として扱われます。 

[^a-z] は英字以外の文字と一致します。 

[^0-9#*] は 0 ～ 9 の数字、ハッシュキー（#）、お

よびアスタリスクキー（*）以外と一致します。 

(...) 一連の一致文字をまとめてグループ化します。グルー

プは、置換文字列の一部として、文字列 \1、\2 など

を使用して順番に参照できます。 

ユーザのフルネームが含まれている URI をイニシ 

ャルに基づいた URI に変換するように正規表現 

を組み立てることができます。正規表現

(.).*_(.).*(@example.com)はユーザの

john_smith@example.com と照合し、置換文字列

\1\2\3 を使用して js@example.com に変換します。 

| 1 つの表現または代替表現に一致します。 .*@example.(net|com) はドメイン example.com また

はドメイン example.net の URI と一致します。 

\ 正規表現の特殊文字をエスケープします。   

^ 行の先頭を示します。 

開き大カッコの直後に使用されると、大カッコ内の文

字セットは否定されます。 

[^abc] は、a、b、c、のいずれでもない任意の単一文

字と一致します。 
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文字 説明 例 

$ 行の末尾を意味します。 ^\d\d\d$ は正確に 3 桁の文字列と一致します。 

(?!...) 否定先読み。存在すべきでない副次式を定義します。 (?!.*@example.com$).* は@example.com で終了しな

い文字列と一致します。 

(?!alice).* は alice で開始されない文字列と一 

致します。 

(?<!...) 否定後読み。存在すべきでない副次式を定義します。 .*(?<!net) は net で終了しない文字列と一致します。 

 

正規表現の比較は大文字と小文字を区別しません。 

正規表現の使用例については、CPL の例の項を参照してください。 
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サポートされる文字 

Expressway は CLI や Web インターフェイスにテキストが入力されると、次の文字をサポートします。 

 A ～ Z および a ～ z の文字 

 10 進数（0 ～ 9） 

 アンダースコア ( _ ) 

 マイナス記号/ハイフン（-） 

 等号（=） 

 プラス記号 ( + ) 

 アットマーク（@） 

 カンマ（,） 

 ピリオド/終止符（. ） 

 感嘆符（! ） 

 スペース 

次の文字は特に許可されていません。 

 タブ 

 山カッコ（<と>） 

 アンパサンド（&） 

 キャレット ( ^ ) 

特定のテキストフィールド（[管理者（Administrator）] グループを含む）には異なる制限事項があります。これらについ

ては、本ガイドの関連する項に示します。 

大文字と小文字の区別 

CLI や Web インターフェイスを使用して入力するテキスト項目は大文字と小文字が区別されません。例外として、パスワ

ードとローカル管理者名は大文字と小文字が区別されます。 
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コール タイプとライセンス 

 

Expressway の会議室やデスクトップ登録 

SIP レジストラまたは H.323 ゲートキーパーとして Expressway を設定すると、同時システム（Unified CM）モデルでは

なく、コール（Cisco VCS モデル）のことを確認する必要があります。 

SIP 導入の場合は、次のライセンスタイプのいずれか、または両方を Cisco Expressway- C あるいは Cisco Expressway-

E に追加して、この要件を満たすことができます。 

 TelePresence ルームシステムライセンス 

 デスクトップシステムライセンス 

次の SIP デバイスをデスクトップシステムとして登録します。そのほかすべてのデバイスはルームシステムと見なされます。 

 Cisco TelePresence EX60 

 Cisco TelePresence EX90 

 Cisco Webex DX70 

 Cisco Webex DX80 

 Cisco Jabber Video for TelePresence（Movi）ソフトクライアント（現在は販売終了）を使用する場合、これらの

クライアントもデスクトップシステムとして Expressway に登録します。 

注：デスクトップシステムとして登録するには（SIP の場合）、DX システムがバージョン CE8.2 以降で稼働し、EX シス

テムが TC7.3.6 以降で稼働している必要があります。それよりも前のバージョンで稼働している DX および EX システムは、

SIP に登録されますが、ルームシステムライセンスを使用します。 

H.323 導入では、すべてのエンドポイントは TelePresence ルームシステムライセンスを使用します。これはデスクトップ

で特定のタイプのエンドポイントの違いを定めない H.323 の制限に起因します。したがって、優先シグナリングプロトコ

ルとして SIP を推奨します。H.323 は SIP をサポートするエンドポイントには来客数がとして使用できます。なります。 

レジストラ機能の適用範囲 

 ローカル登録用のライセンスを含むオプションキーは、エンドポイントの登録先に応じて、Cisco Expressway-C 

または Cisco Expressway-E、あるいはこの両方にインストールされます。これらのライセンスはクラスタにプー

ルされるので、Expressway ピアは互いのライセンスを使用できます。ただし、ルームではデスクトップライセン

スを使用できず、デスクトップシステムではルームライセンスを使用できません。 

 ネットワーク外からの登録は Expressway-E によって Expressway-C にプロキシされます。Expressway-E に直接

登録する場合は、同じドメインを使用できないことに注意してください。 

 Expressway-C にライセンスがすでに存在する場合、ライセンスが適用された既存のエンドポイントの一部または

すべてを Expressway-E に登録するには、該当するライセンスを手動で Expressway-C から削除してから、

Expressway-E にリロードする必要があります。 

 大容量 VM および CE1200 および CE1100 アプライアンスは、適切なライセンスに従って最大 5000 の登録をサポ

ートできます。（CUCM にプロキシされる）MRA 登録の場合、最大登録件数は CE1200 では 5000、大規模 VM 

および CE1100 では 2500 に制限されます。ローカル登録、プロキシ登録（Expressway-E 経由）および MRA 登

録のすべてが、この登録制限数に計上されます。 

 プロキシ登録は SIP エンドポイントでのみ可能で、H.323 エンドポイントには適用されません。 

 デバイスのプロビジョニングおよび FindMe は、Cisco TelePresence Management Suite でサポートされます。 
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RMS ライセンスの使用状況 

ライセンスモデルでは、次のシナリオで使用されるリッチメディアセッション（RMS）ライセンスの数が削減されます。 

 すでに登録ライセンスの支払いが完了している場合、暗号化インターワーキング（B2BUA を使用）に Expressway 

が必要でないときは、次のコールタイプに関して RMS ライセンスが消費されません。 

 登録されているシステム間のコール。この「登録されているシステム」とは、Expressway に直接登録されてい

るシステム、Expressway-E から Expressway-C へのプロキシによって登録されているシステム、Expressway 

ペア（MRA）から隣接 Unified CM へのプロキシによって登録されているシステムを意味します。 

 登録されているシステム（前述）から Cisco インフラストラクチャへのコール。現在、これは、Cisco Meeting 

Server と、TelePresence Conductor によって管理される CiscoTelePresence Server および TelePresence 

MCU に対してのみ拡張されています。ただし、Conductor によって管理されない MCU からのコールは RMS ラ

イセンスを消費します。 

 登録されているシステム（前述）から Cisco Collaboration Cloud へのコール。 

 登録されたシステムから他のすべてのシステムへのコールは、1 つの RMS ライセンスを使用します。これには次の

コールタイプが含まれます。 

 ビジネスツービジネスコール。Expressway-E に RMS ライセンスが 1 つ必要です。 

 ビジネスツーコンシューマコール（Jabber Guest）。Expressway-E に RMS ライセンスが 1 つ必要です。 

 Microsoft Lync / Skype for Business およびサードパーティコール制御サーバを含む相互運用性ゲートウェイコ

ールには、Expressway-C で 1 つの RMS ライセンスが必要です。 

デバイス登録でのライセンスの使用状況 

Expressway（Cisco Expressway-C または CiscoExpressway-E）に直接登録されているデバイスは、次のライセンスを消

費します。 

 SIP。Cisco TelePresence EX60、Cisco TelePresence EX90、Cisco DX70、および Cisco DX80 エンドポイント

は、デスクトップライセンスを消費します。そのほかの SIP エンドポイントは、ルームシステムライセンスを消費

します。 

 H. 323。登録されている各 H.323 エンドポイントがルームシステムライセンスを消費します。 

Cisco Expressway-C への SIP プロキシ登録では、直接 SIP 登録と同じライセンスが消費されます。Cisco Expressway-E 

への SIP プロキシ登録では、ライセンスは消費されません。 

注：登録数は、デバイス（IP アドレス）ごとではなく、エイリアスごとにカウントされます。したがって、MCU のように

複数のエイリアスを指定した登録要求は、1 つのデバイスだけを Expressway に登録するとしても、複数のルームライセン

スを消費します。 

コール タイプ 

Expressway は次の種類のコールを区別します。 

 登録済み 

 リッチメディアセッション（RMS） 

登録済み 

ローカルに登録されているエンドポイント（Unified CM または Expressway に登録されている）間のコールはライセンス

を消費しません。その権限は登録に含まれるからです。次のシナリオでは、ライセンス登録にコールの権限が含まれます。 
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 コールがネイバーゾーンまたはトラバーサルゾーン経由でルーティングされる場合、同じネットワーク内の Unified 

CM または Expressway に登録されているほかのエンドポイントへのコール。 

 Unified CM リモートセッション。これらは、モバイルおよびリモートアクセス（MRA）コールです。つまり、

Expressway ファイアウォールトラバーサルソリューションを使用して、Unified CM に登録されているエンドポイ

ントにルーティングされる、企業外にあるデバイスからのビデオまたは音声コールです。 

 シスコの会議リソース（CMR、TelePresence Server TelePresence Conductor、Acano サーバ）へのコール。 

これらのコールもボックスの物理的な制約数に計上されます。 

RMS 

リッチメディアセッション（RMS）ライセンスを消費するこれらのコールには、Expressway 経由でルーティングされるビ

デオまたは音声コールのそのほかすべてのタイプが含まれます。次のシナリオでは、RMS ライセンスが Expressway の終

了ノードで消費されます。 

 B2B 

 B2BUA 

 Jabber Guest 

 サードパーティのソリューションへのゲートウェイコールの相互作用 

Expressway はメディア、またはシグナリングのみを取得する場合があります。 

音声のみの SIP コールはビデオ SIP コールとは別に処理されます。 各 RMS ライセンスで、1 つのビデオコールまたは 2 つの

音声のみの SIP コールが許可されます。したがって、RMS ライセンスが 100 個ある場合、90 のビデオコールと 20 の SIP 音

声専用コールが同時に許可されます。そのほかすべてのタイプの音声専用コールは、RMS ライセンスを消費します。 

注： 

 Expressway は「音声専用」SIP コールを SDP で単一の「m=」行でネゴシエートされたコールと定義します。たと

えば「電話」コールが発信された一方、SIP UA が SDP に追加の m= 行を含めると、そのコールはビデオコールラ

イセンスを消費します。 

 「音声専用」SIP コールが確立されている間は、（ライセンス供与された）ビデオコールとして扱われます。「音声専

用」としてライセンスされるのは、コール設定が完了してからです。これは同時に行われた場合、システムがライセン

スの最大数の制限に近づいていると、一部の「音声専用」コールに接続できない可能性があることを意味します。 

 Expressway はコール中のライセンス最適化はサポートしていません。 

 TelePresence Conductor を使用した導入環境で、ライセンス消費が適用されるのは、TelePresence Conductor が 

B2BUA 基本設定を使用して導入されていて、ポリシーサーバベースの導入ではない場合のみです。 

 SIP-H.323 インターワーキングでは、インターワーキングが処理されるノード上の RMS ライセンスが消費されます。 

RMS ライセンスの使用 

次の表は、Expressway が消費する RMS ライセンスのシナリオの一覧です。 

コール発信側エンドポイントの

登録先 

コール着信側エンドポイントの登

録先 

Expressway-C Expressway-E 

Unified CM Expressway-C （Lync） 1 つの Expressway-

C（Lync ゲートウェ

イ） 

0 

Unified CM External 0 1 
Unified CM サードパーティのゲートキーパー 1 0 

Expressway-C External 0 1 
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コール発信側エンドポイントの

登録先 

コール着信側エンドポイントの登

録先 

Expressway-C Expressway-E 

Expressway-C （リモート） External 0 1 

Expressway-C （SIP） サードパーティのゲートキーパー 1 0 

Expressway-C （H323） サードパーティのゲートキーパー 1 0 

Expressway-C （リモート

[SIP）]  

サードパーティのゲートキーパー 1 0 

Expressway-C Expressway-C （Lync） 0 1 つの Expressway-C（Lync ゲー

トウェイ） 

Expressway-C （リモート） Expressway-C （Lync） 0 1 つの Expressway-C（Lync ゲー

トウェイ） 

Expressway-C （SIP） サードパーティ製 SIP サーバ 1 0 

Expressway-C （H323） サードパーティ製 SIP サーバ 1 0 

Expressway-E（SIP） 外部 — 1（ライセンスタイプ

「traversal」） 

Expressway-E（H.323） 外部 — 1（ライセンスタイプ

「traversal」） 

 

コラボレーション会議室（CMR）へのコールのライセンスのバイパス 

Expressway は、クラウドベースの CMR とのコールにはリッチメディアセッションライセンスは必要ではありません。こ

れには、コラボレーションクラウドと CMR ハイブリッドソリューション間の SIP コールが含まれます。 

注：これは、ダイヤルしたストリングが Expressway でのトランスフォーメーションを必要としない場合にのみ適用されま

す（user@sitename.webex.com など）。 

クラウドベースの CMR への変換が行われていない SIP コールはライセンスを使用しませんが、リソースは消費し、

Expressway がフルキャパシティの場合は進行しないことがあります。 

CMR の施設内コールにライセンスバイパスはありません。クラウドベースの CMR への H.323 コールは CMR ライセンス

を消費しますが、RMS ライセンスは消費しません。 

製品 ID と対応するキー 

機能、ライセン

スオプション 

製品 ID（PID） キーパターン 適用対象 目的 

リリースキー 

LIC-SW-

VMVCS-K9 
16 桁の数 

VCS Control 

VCS Expressway 

システムを有効にする。キーはソフトウェアの

シリアル番号と特定の基本バージョンに固有で

す。ほとんどの機能は、このキーなしでは無期

限には機能しません。 

Expressway シ

リーズ 

LIC-EXP-

SERIES  
116341E00-m-

######## Expressway-C 

Expressway-E 

Expressway シリーズのシステムを有効にし 

ます（Cisco Webex ハイブリッドサービス 

を除く） 
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機能、ライセン

スオプション 

製品 ID（PID） キーパターン 適用対象 目的 

リッチメディア

セッションライ

センス 

LIC-EXP-RMS 116341Yn-m-

######## 

Expressway-C 

Expressway-E 

Expressway が処理する必要のあるメディアス

トリームに対して有効になっているコール（別

名メディアの「トラバース」または「処

理」）。 

RMS ライセンスは次の機能が必要なコールで

使用されます。 

 IPv4-IPv6 インターワーキング 

 H.323-SIP インターワーキング 

 別のエンティティに代わるメディアの暗

号化 

 やり取りされる標準ベースの SIP への 

Microsoft SIP 

RMS ライセンスは CMR クラウドのコールで使

用されていません 

トラバーサルコ

ールライセンス 

LIC-VCSE-n 116341Wn-m-

######## 

VCS Control 

VCS Expressway 

VCS が処理する必要のあるメディアストリーム

に対して有効になっているコール（別名メディ

アの「トラバース」または「処理」）。 

トラバーサルコールライセンスは次の機能が必

要なコールで使用されます。 

 IPv4-IPv6 インターワーキング 

 H.323-SIP インターワーキング 

 別のエンティティに代わるメディアの暗

号化 

 やり取りされる標準ベースの SIP への 

Microsoft SIP 

トラバーサルコールのライセンスは CMR クラ

ウドコールで使用されていません 

非トラバーサル

コールライセン

ス 

LIC-VCS-n 116341Vn-m-

######## 

VCS Control 

VCS Expressway 

メディアトラバーサルを必要としない VCS で

有効なコール（シグナリングのみ） 

登録ライセンス LIC-VCS-nREG 116341Rn-m-

######## 

VCS Control 

VCS Expressway 

VCS への発信者の登録 

ルームシステム

の登録ライセン

ス 

LIC-EXP-ROOM 116341An-m-

######## 

Expressway-C Expressway-C への TelePresence ルーム登録 

デスクトップシ

ステムライセン

ス登録 

LIC-EXP-DSK 116341Bn-m-

######## 

Expressway-C Expressway-C へのデスクトップエンドポイン

ト登録 
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機能、ライセン

スオプション 

製品 ID（PID） キーパターン 適用対象 目的 

TURN リレーラ

イセンスが必要

です（TURN 

relay 
licenses） 

LIC-EXP-TURN  116341In-m-
######## 

VCS Expressway 

Expressway-E 

Jabber Guest、Microsoft の相互運用性（オフ

サイト MS クライアント） 

トラバーサルサ

ーバ機能 

LIC-EXP-E 116341T00-m-
######## 

VCS Expressway 

Expressway-E 

ファイアウォールトラバーサル：MRA、B2B 

の CMR クラウド、CMR Hybrid プロキシ、登

録、Jabber Guest、MS の相互運用性（オフサ

イト MS クライアント） 

FindMe 機能 LIC-VCS-
FINDME 

116341U00-m-
######## 

VCS Control 

Expressway-C 

Cisco TMS で管理する複数のエイリアス。 

このキーは明示的に必須ではありませんが、ロ

ードされても動作に影響しません。 

SIP 機能のイン

ターワーキング 

H.323 

LIC-EXP-GW 116341G00-m-
######## 

VCS Control 

VCS Expressway 

Expressway-C 

Expressway-E 

このキーは明示的に必須ではありませんが、ロ

ードされても動作に影響しません。 

デバイスのプロ

ビジョニング機

能 

LIC-VCS-
DEVPROV 

116341P00-m-
######## 

VCS Control 

Expressway-C 

Cisco TMS の設定および電話帳を使用したエン

ドポイントのプロビジョニング。 

このキーは明示的に必須ではありませんが、ロ

ードされても動作に影響しません。 

高度なネットワ

ーク機能 

LIC-EXP-AN 116341L00-m-
######## 

VCS Expressway 

Expressway-E 

2 つ目の NIC とスタティック NAT の有効化。 

このキーは明示的に必須ではありませんが、ロ

ードされても動作に影響しません。 

高度なアカウン

トのセキュリテ

ィ機能 

LIC-VCS-JITC 116341J00-m-
######## 

VCS Control 

VCS Expressway 

FIPS140-2 暗号化モードの有効化（高度にセキ

ュアな環境） 

高度なアカウントセキュリティモードの有効化 

高度なアカウン

トのセキュリテ

ィ機能 

LIC-EXP-JITC= 116341J00-m-
######## 

Expressway-C 

Expressway-E 

FIPS140-2 暗号化モードの有効化（高度にセキ

ュアな環境） 

高度なアカウントセキュリティモードの有効化 

Microsoft 製品

との相互運用性 

LIC-EXP-MSFT 116341C00-m-
######## 

VCS Control 

Expressway-C 

次を含む Expressway と Microsoft インフラス

トラクチャ間のすべての統合：A/V コールのイ

ンターワーキング、Microsoft クライアントか

らのデスクトップ共有、チャットおよびプレゼ

ンスフェデレーションと IM&P。 

 

n - このキーで提供されるライセンス数。この位置に 00 が含まれる場合、キーは複数のライセンス用ではなく 1 つの機能用であ

ることを意味します。 

m - キー、通常 1.のインデックス。 

~ #十六進数。 
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許可リストは、ファイルの参照を決定します 

CSV ファイルを使用してルールを定義できます。この項では、各ルールの引数に許容されるデータへの参照を提供し、

CSV 形式のルールを示します。 

表 23    許可リストのルールの引数 

引数インデックス パラメータ名 必須/任意 サンプル値 

0 Url 必須 protocol://host[:port][/path] 

それぞれの説明は次のとおりです。 

 protocol は http または https です。 

 host は DNS 名または IP アドレスであることができます 

 :port はオプションです。：の後に 0 ～ 65535 の範囲の 1 つ

の数値のみが続きます。例： ：8443 

ポートが指定されて、Expressway はプロビジョニングされ 

たプロトコルのデフォルトポートを使用します（80 また 

は 443） 

 /path は、オプションで、HTTP の仕様に準拠する必要があり

ます 

1 
Deployment 任意 このルールを使用する導入の名前。複数の導入がある場合は必須で

す。それ以外の場合は空白の引数を入力します。 

2 HttpMethods 任意 HTTP メソッドのカンマ区切りリスト。必要に応じて二重引用符で囲

います。例：「GET、PUT」 

3 MatchType 任意 exact または prefix。デフォルト：prefix 

4 Description 任意 ルールの説明。スペースを含む場合は二重引用符で囲みます。 

 

CSV ファイルの例 

Url,Deployment,HttpMethods,MatchType,Description 

 https://myServer1:8443/myPath1,myDomain1,GET,,"First Rule" 

 http://myServer2:8000/myPath2,myDomain200,"GET,PUT",exact, 

 https://myServer3:8080/myPath3,myDomain1,,prefix,"Third Rule" 

 https://myServer4/myPath4,myDomain1,,prefix,"Fourth Rule" 

 http://myServer5/myPath5,myDomain1,,prefix,"Fifth Rule" 

   

 ファイルの最初の行にパラメータ名（記載のとおり）をリストします 

 1 行ごとに 1 つのルール、ルールごとに 1 行 

 カンマで引数を区切ります 

 上記の表に示すように、ルール値は正しい順序にします 

 スペースを含む値は二重引用符で囲みます 

許可リスト テスト ファイル リファレンス 

CSV ファイルを使用してテストを定義できます。この項では、テストごとに引数許容されるデータへの参照を提供し、

CSV 形式のテストを示します。 
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表 24    許可リストのテストの引数 

引数インデックス パラメータ名 必須/任意 サンプル値 

0 Url 必須 protocol://host[:port][/path] 

それぞれの説明は次のとおりです。 

 protocol は http または https です。 

 host は DNS 名または IP アドレスであることができます 

 :port はオプションですが、：の後に 0 ～ 65535 の範囲の 

1 つの数値のみが続きます 

 /path は、オプションで、HTTP の仕様に準拠する必要が

あります 

1 
ExpectedResult 必須 allow または block。テストで、指定した URL をルールによって

許可またはブロックする必要があると前提するかどうかを指定し

ます。 

2 Deployment 任意 この URL を使用してテストする導入の名前。この引数を省略する

と、テストはデフォルトの導入を使用します。 

3 Description 任意 ルールの説明。スペースを含む場合は二重引用符で囲みます。 

4 HttpMethod 任意 テストする HTTP メソッドを 1 つ指定します。例：PUT. 指定し 

ない場合、デフォルトで GET に設定されます。 

 

CSV ファイルの例 

Url,ExpectedResult,Deployment,Description,HttpMethod 
 https://myServer1:8443/myPath1,block,"my deployment","a block test",GET 
 http://myServer2:8000/myPath2,allow,"my deployment","an allow test",PUT 
 https://myServer4/myPath4,allow,,,GET 
 http://myServer4/myPath4,block,,,POST 
   

 最初の行にパラメータ名（記載のとおり）をリストします 

 1 行ごとに 1 つのテスト、テストごとに 1 行 

 カンマで引数を区切ります 

 上記の表に示すように、テスト値は正しい順序にします 

 スペースを含む値は二重引用符で囲みます 

Expressway マルチテナンシーの概要 

Expressway の製品ラインは、Cisco Hosted Collaboration Solution で次のようなさまざまなエッジアクセス機能を提供す

るために使用されます。 

 Mobile & Remote Access（MRA）を使用すると、Cisco Jabber などのエンドポイントは、エンタープライズネッ

トワーク外のエンドポイントに対して Cisco Unified Communications Manager によって提供される登録、コール

制御、プロビジョニング、メッセージング、プレゼンスサービスを設定することができます。Expressway は、

Unified CM 登録にセキュアなファイアウォールトラバーサルと回線側サポートを提供します。 

 ビジネスツービジネス（B2B）によって、インターネット経由で到達可能な Cisco Hosted Collaboration Solution 

を利用しない企業との間でダイヤルできるセキュアな接続オプションが可能になります。 

 Cisco Webex ハイブリッドサービスは、オンプレミスの機器と Cisco Collaboration Cloud を関連付けて統合され

た Cisco Webex エクスペリエンスを実現します。 
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これらのサービスを導入するには、Cisco Expressway-E クラスタと Expressway-C クラスタを顧客ごとに設定および管

理する必要があります。小規模のお客様の場合は、これが非効率的なリソースの使用や管理上の負担の増大の原因になる可

能性があります。 

このオーバーヘッドを軽減するために、マルチテナント構成を導入することができます。これにより、パートナーは最大 

50 の顧客間で Expressway-E クラスタを共有しながら、専用の Expressway-C クラスタを顧客ごとに展開できます。 

この専用 Expressway-C クラスタは、MRA、B2B、およびハイブリッドの 3 つのサービスすべてに使用できます。この設

定は、顧客あたり最大約 500 のユーザがいる小規模な顧客をサポートすることを目的としています。 

大規模なお客様の場合は、シングルテナント（専用の）Expressway-E クラスタを使用して、顧客の規模とパフォーマンス

の要件を満たすことを推奨します。 

マルチテナント Expressway の制限 

マルチテナント Expressway には、標準の Expressway 製品に関連していくつかの制限があります。次の機能は、マルチ

テナントモードでサポートされません。 

o Jabber Guest 

o 以下を含むさまざまなモードにおける H323 

o H323/SIP インターワーキング 

o ビジネスツービジネス H323 

o H323 ゲートキーパー 

o Lync の相互運用 

o Skype for Business の相互運用 

o IPv6 

o Cisco Meeting Server（CMS） 

追加情報 

マルチテナント機能の詳細については、「Cisco Hosted Collaboration Solution ドキュメント」ページに用意されている次

のドキュメントを参照してください。 

 Cisco Hosted Collaboration Solution Reference Network Design Guide 

 Cisco Hosted Collaboration Customer Onboarding Guide 

 Cisco Hosted Collaboration Solution Capacity Planning Guide 

 Cisco Hosted Collaboration Solution Troubleshooting Guide 

マルチテナント Expressway のサイジング 

以前の Expressway リリースでは、Expressway-E および Expressway-C クラスタ展開は、一致するクラスタと OVA の

サイズに制限されていました。Expressway-E クラスタ内のノード数は、Expressway-C クラスタ内のノード数と一致する

必要があります。各ノードは、両方のクラスタで同じ OVA サイズでなければなりません。 

マルチテナント展開オプションを使用すると、その制限が緩和されます。推奨される展開は、共有の 6 ノード大規模 OVA 

Expressway-E クラスタと、顧客ごとに専用の 2 ノード中規模 OVA Expressway-C クラスタです。 

2 ノード中規模 OVA クラスタが提供する容量を超える容量が必要な顧客の場合は、要件を満たす専用の Expressway-E ク

ラスタを導入することをお勧めします。 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-version-11-5/model.html
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全体的なサイジングの推奨事項については、『Cisco Hosted Collaboration Solution 参照ネットワーク設計ガイド』の「コ

ラボレーションソリューションサイジングガイダンス」の章を参照してください。特に、この章の「Expressway」の項で

は、Expressway クラスタのサイジングと容量について説明しています。 

マルチテナント展開では、Expressway-E の容量はすべての顧客で共有されますが、Expressway-C クラスタの容量はその

顧客専用です。次の表に、顧客ごとの推奨容量を示します。 

共有 Expressway-E クラスタのサイジング 

クラスタサイズ プロキシされた 

MRA 登録 

ビデオコ

ール 

音声専用コー

ル 

6 ノード、大規模 OVA 

N+2 の配置であるため、容量は 4 ノード用であり、2 ノードで障害が発生

しても容量の損失はありません。 

10,000 2,000 4,000 

顧客ごとの最大（50 の顧客に対し） 200 40 80 

 

専用の Expressway-C クラスタのサイジング 

クラスタサイズ プロキシされた 

MRA 登録 

ビデオコ

ール 

音声専用コー

ル 

2 ノード、中規模 OVA 

N+1 の配置であるため、容量は単一ノードであり、1 ノードで障害が発生し

ても容量の損失はありません。 

2,500 100 200 

 

上記の表では、ビデオ通話と音声のみの通話は、MRA コール、B2B コール、およびハイブリッドコールの合計を占めてい

ます。共有の Expressway-E クラスタごとに推奨される最大顧客数 50 において、顧客あたりの平均同時 MRA 登録の最大

数は 200 であり、Expressway-C クラスタの容量をはるかに下回ります。 

同様に、顧客あたりの平均同時ビデオ通話の最大数は 40 であり、これもまた Expressway-C クラスタの容量を下回りま

す。Expressway-C クラスタのこの空き容量は、プロキシされた登録またはコールキャパシティに影響を与えることなく、

共存するハイブリッドコネクタによって使用されます。 

Expressway-E を共有している顧客の規模を計画する際に考慮すべき 2 つの使用例があります。これらの両方の使用例では、

Expressway-E クラスタが制限要因です。Expressway-C には多くの容量があります。 

使用例 1 

ほとんどの顧客は、社内接続に MPLS を使用しており、自宅やモバイルでは MRA のみを使用しています。この場合、常に

ごく一部のユーザ（10-20%）しか MRA に登録されていません。1 顧客あたりの最大ユーザ数は約 500 です。 

使用例 2 

ほとんどの顧客は MPLS を使用しておらず、すべての接続に MRA を使用しています。この場合、100% のユーザが MRA 

に登録されています。1 顧客あたりの最大ユーザ数は 200 を超えてはいけません。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/sizing.html#pgfId-1284691
http://www.cisco.com/c/ja/jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/sizing.html#pgfId-1284691
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次の表に、これらの展開オプションを要約します。 

導入シナリオ 

使用例 顧客あたりの 

平均最大ユーザ数 

一度に 

MRA 経由で登録できるユーザのパ

ーセンテージ 

注記 

1 500 40% ほとんどの顧客が社内接続に MPLS を使用してい

る場合に、これを使用します。 

2 200 100 % ほとんどの顧客が社内接続に MRA を使用している

場合に、これを使用します。 

 

「Cisco Hosted Collaboration Solution」ページの『マルチテナントおよび Cisco Expressway』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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アラーム 

アラームは、再起動などの管理者の手動による介入が必要なイベントや設定変更が Expressway で実行されたときに発生し

ます。アラームは、ディスクやファンの不良、高温など、ハードウェアおよび環境に問題がある場合にも発生します。 

「アラーム（Alarms）」ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）には、システム上に現在発生してい

るすべてのアラーム（および、該当する場合は推奨される解決策）のリストが表示されます。Expressway 上で未確認のア

ラームが発生している場合、アラームアイコン

がすべてのページの右上部に

表示されます。「アラーム（Alarms）」ページにアクセスするには、アラームアイコンをクリックします。 

各アラームは、アラームリストの右端の列に表示される 5 桁のアラーム ID によって識別されます。アラームは次のカテゴ

リに分類されます。 

アラーム ID プレフィクス カテゴリ 

10nnn ハードウェアに関する問題 

15nnn ソフトウェアに関する問題 

20nnn クラスタに関する問題 

25nnn ネットワークおよびネットワークサービスの設定 

30nnn ライセンス/リソース/オプションキー 

35nnn 外部アプリケーションおよびサービス（ポリシーサービスや LDAP/AD 設定など） 

40nnn セキュリティの問題（証明書、パスワードまたは安全でない設定など） 

45nnn 全般的な Expressway 設定の問題 

55nnn B2BUA の問題 

6nnnn ハイブリッドサービスアラーム 

60000 ～ 60099 管理コネクタアラーム 

60100 ～ 60199 カレンダーコネクタアラーム 

60300 ～ 60399 コールコネクタアラーム 

 

Expressway で発生したすべてのアラームは、Cisco TMS チケットとしても発生します。アラームのすべての属性（ID、重

大度など）が Cisco TMS に送信される情報に含められます。 

アラーム参照 

以下の表に、Expressway で発生する可能性のあるアラームのリストを示します。 

 表 25  ハードウェアアラーム（396 ページ） 

 表 26  ソフトウェアアラーム（396 ページ） 

 表 27  クラスタアラーム（398 ページ） 

 表 28   ネットワークアラーム（400 ページ） 

 表 29   ライセンスアラーム（403 ページ） 

 表 30  外部アプリケーション / サービスアラーム（406 ページ） 

 表 31   セキュリティアラーム（408 ページ） 

 表 32  誤った設定のアラーム（414 ページ） 

 表 33   バックユーザエージェントアラームに戻る（415 ページ） 
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 表 34   管理コネクタアラーム（420 ページ） 

 表 35  カレンダーコネクタアラーム（424 ページ） 

 表 36   コールコネクタアラーム（429 ページ） 

表 25    ハードウェアアラーム 

ID 
タイトル 説明 ソリューション 重大度 

10001 ハードウェ 

ア障害

（Hardware 

failure） 

ハードウェアで次の問題が発生

したときに生成されます。 

 しきい値を下回るファ 

ン速度。 

 しきい値を上回るシス 

テム温度。 

 しきい値を下回るシス 

テム入力電圧。 

 しきい値を上回るシス 

テム入力電圧。 

Cisco RMA プロセスに従って交換部品を入手しま

す。サーバコンポーネントを交換する方法につい 

ては、「Cisco UCS C220 M4 ラックサーバ」ペ 

ージの『Cisco UCS C220 M4 サーバーのインス 

トールおよびサービスガイド』を参照してくだ 

さい。 

クリティカル 

10002 RAID の劣化

（RAID 

degraded） 

<problem description> Cisco RMA プロセスに従って交換部品を入手しま

す。サーバコンポーネントを交換する方法につい 

ては、「Cisco UCS C220 M4 ラックサーバ」ペー

ジの『Cisco UCS C220 M4 サーバーのインストー

ルおよびサービスガイド』を参照してください 

クリティカル 

10003 PSU の冗長

性の損失

（PSU 

redundancy 
lost） 

<problem description> Cisco RMA プロセスに従って交換部品を入手しま

す。サーバコンポーネントを交換する方法について

は、「Cisco UCS C220 M4 ラックサーバ」ペー 

ジの『Cisco UCS C220 M4 サーバーのインスト 

ールおよびサービスガイド』を参照してください 

クリティカル 

10004 RAID の再構

築（RAID 

rebuilding） 

<problem description> 再構築が完了するまで待ちます。正常に完了する

と、すべての RAID 関連のアラームが自動的に引 

き下げられます。 

クリティカル 

 

  

表 26    ソフトウェアアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

15004 アプリケーションに

障害が発生しました

（Application 

failed） 

予期しないソフトウェアエラーが

<module>で検出されました（An 

unexpected software error was 
detected in <module>） 

インシデントレポートページを表

示します。 

エラー 

15005 データベースの障害

（Database 

Failure） 

データベースを削除し、バックアップか

ら復元した後でシステムをリブートして

ください（Please remove database and 

restore from backup, then reboot the 
system） 

システムを再起動します 警告 

15007 システムがビジー

（The system is 

busy） 

システムがシャットダウンするか、起動

します（The system is shutting down, or 

starting） 

  アラート 

https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/servers-unified-computing/ucs-c220-m4-rack-server/model.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/servers-unified-computing/ucs-c220-m4-rack-server/model.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/servers-unified-computing/ucs-c220-m4-rack-server/model.html
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

15008 データベースをロー

ドできませんでした

（Failed to restore 

database） 

データベースをロードできませんでし

た。一部の設定データが失われました

（The database failed to load; some 

configuration data has been lost） 

システムデータをバックアップか

ら復旧します。 

警告 

15009 初期設定へのリセッ

トが開始されました

（Factory reset 

started） 

初期設定へのリセットが開始されました

（Factory reset started） 

  アラート 

15010 アプリケーションに

障害が発生しました

（Application 

failed） 

予期しないソフトウェアエラーが

<module>で検出されました（An 

unexpected software error was 
detected in <module>） 

インシデントレポートページを表

示します。 

エラー 

15011 アプリケーションに

障害が発生しました

（Application 

failed） 

予期しないソフトウェアエラーが

<module>で検出されました（An 

unexpected software error was 
detected in <module>） 

インシデントレポートページを表

示します。 

エラー 

15012 言語パッケージの不

一致（Language 

pack mismatch） 

一部のテキストラベルが変換できない可

能性があります（Some text labels may 

not be translated） 

シスコの担当者に連絡し、最新の

言語パックが使用可能かどうかを

確認します 

警告 

15013 初期設定へのリセッ

トに失敗しました

（Factory reset 

failed） 

初期設定へのリセットに失敗しました

（Factory reset failed） 

  アラート 

15014 再起動が必要です

（Restart required） 

コアダンプモードが変更されました。こ

れを有効にするには再起動が必要です

（Core dump mode has been changed, 

however a restart is required for this to 
take effect） 

システムを再起動します。 警告 

15015 メンテナンスモード

（Maintenance 

mode） 

Expressway がメンテナンスモードになっ

ており、コールや登録を受け入れなくな

りました（The Expressway is in 

Maintenance mode and will no longer 
accept calls and registrations） 

  警告 

15016 ディレクトリサービ

スのデータベース障

害（Directory 

service database 
failure） 

ディレクトリサービスのデータベースが

実行していません（The directory service 

database is not running） 

システムを再起動します。 警告 

15017 アプリケーションに

障害が発生しました

（Application 

failed） 

OpenDS サービスが突然停止し、再起動

しました（The OpenDS service has 

stopped unexpectedly and has been 
restarted） 

問題が解決しない場合は、シスコ

の担当者に連絡してください 

警告 

15018 ブートの選択の不一

致（Boot selection 

mismatch） 

ブートしたシステムが予期していた設定

と一致しません。これは、ブート中のシ

リアルコンソールでのユーザ入力か、誤

った文字によって発生した可能性があり

ます（Booted system does not match 

expected configuration; this may be 
caused by user input or spurious 
characters on the serial console during 
the boot） 

システムを再起動します。 クリティカル 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

15019 アプリケーションに

障害が発生しました

（Application 

failed） 

予期しないソフトウェアエラーが検出さ

れました（An unexpected software 

error was detected）<details> 

システムを再起動します。問題が

解決しない場合はシスコのサポー

ト担当者に連絡してください。 

クリティカル 

15021 Cisco XCP ルータの

遅延再起動

（Delayed Cisco 

XCP Router 
restart） 

Cisco XCP ルータの遅延再起動機能が有

効になっているため、Cisco XCP ルータ

サービスは現在最新の設定では動作して

いません。 

[Cisco XCP ルータの遅延再起動

ページ（Delayed Cisco XCP 

Router restart）] でルータを再起

動するか、またはスケジュールさ

れた時間に再起動するように設定

します。 

警告 

15022 再起動が必要です

（Restart required） 

ドメイン証明書設定が変更されました。

これを有効にするには再起動が必要 

です。 

システムを再起動します。 警告 

15023 復元に失敗 

（Restore failed） バックアップが復元されませんでした。

システムは、以前の設定に復元され 

ます。 

エラーログで詳細を確認して操作

を再試行します。問題が解決しな

い場合は、シスコのサポート担当

者に連絡してください。 

エラー 

15024 HSM 登録の障害

（HSM enrollment 

failure） 

HSM にピアを登録する際に障害が検出さ

れました。 

  エラー 

15025 HSM 登録解除の 

障害（HSM 

disenrollment 
failure） 

HSM からピアを登録解除する際に障害が

検出されました。 

  エラー 

15026 暗号化デバイスの障

害（Crypto device 

failure） 

設定済みの暗号化デバイスを変更する際

に障害が検出されました。 

  エラー 

15028 再起動が必要です

（Restart required） 

サーバ証明書と秘密キーが変更されまし

たが、この変更を適用するには再起動が

必要です（Server certificate and private 

key have been changed, however a 
restart is required for this to take 
effect.） 

システムを再起動します。 警告 

 

  

表 27    クラスタアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

20020 再起動が必要です

（Restart required） 

TLS 検証設定がアクティブなステータス

と一致しません。 

システムを再起動します。 警告 

20021 
クラスタ通信障害

（Cluster 

communication 
failure） 

<peers>との TCP 接続をポート<ports>

で確立できません 

ポートリファレンスガイドを確認

します。 

警告 

20003 無効なクラスタ設定

（Invalid cluster 

configuration） 

クラスタ設定が無効です（The cluster 

configuration is invalid） 

「クラスタリング

（Clustering）」ページをチェッ

クして、このシステムの IP アド

レスが含まれていること、および

重複する IP がないことを確認し

ます。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

20004 クラスタ通信障害

（Cluster 

communication 
failure） 

システムがクラスタ内のピアの 1 つまた

は複数と通信できません（The system is 

unable to communicate with one or 
more of the cluster peers） 

クラスタリング設定を確認しま

す。 

警告 

20005 無効なピアアドレス

（Invalid peer 

address） 

無効なピアアドレスが 1 つ以上あります

（One or more peer addresses are 

invalid） 

「クラスタリング

（Clustering）」ページをチェッ

クし、すべての [ピア（Peer）] 

フィールドに有効な IP アドレス

が使用されていることを確認しま

す。 

警告 

20006 クラスタデータベー

ス通信障害（Cluster 

database 
communication 
failure） 

1 つ以上のクラスタピアでデータベース

を複製できません（The database is 

unable to replicate with one or more of 
the cluster peers） 

クラスタリング設定を確認し、再

起動します。 

警告 

20007 再起動が必要です

（Restart required） 

クラスタ設定が変更されました。これを

有効にするには再起動が必要です

（Cluster configuration has been 

changed, however a restart is required 
for this to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

20008 クラスタ複製エラー

（Cluster  

replication error） 

アップグレードが進行中のため、設定の

自動レプリケーションが一時的に無効に

されました（Automatic replication of 

configuration has been temporarily 
disabled because an upgrade is in 
progress） 

アップグレードが完了するまで待

ちます。 

警告 

20009 クラスタ複製エラー

（Cluster  

replication error） 

設定の自動レプリケーション中にエラー

が発生しました（There was an error 

during automatic replication of 
configuration） 

クラスタレプリケーションの手順

を表示します。 

警告 

20010 クラスタ複製エラー

（Cluster  

replication error） 

NTP サーバが設定されていません（The 

NTP server is not configured） 

NTP サーバを設定します。 警告 

20011 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

このピアの設定がプライマリの設定と競

合しています。設定を手動で同期化する

必要があります（This peer's 

configuration conflicts with the primary's 
configuration, manual synchronization of 
configuration is required） 

クラスタレプリケーションの手順

を表示します。 

警告 

20012 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

このピアのクラスタ設定がプライマリ設

定ピアの設定と一致しません（This 

peer's cluster configuration settings do 
not match the configuration primary 
peer's settings） 

このピアのクラスタを設定します 警告 

20014 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

プライマリまたはこのピアの設定ファイ

ルが見つかりません。設定を手動で同期

化する必要があります（Cannot find 

primary or this peer's configuration file, 
manual synchronization of configuration 
is required） 

クラスタレプリケーションの手順

を表示します。 

警告 

20015 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

ピアのリストにローカル Expressway が

表示されません（The local Expressway 

does not appear in the list of peers） 

このクラスタのピアのリストを確

認します。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

20016 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

プライマリピアに到達できません（The 

primary peer is unreachable） 

このクラスタのピアのリストを確

認します。 

警告 

20017 クラスタ複製エラー

（Cluster replication 

error） 

プライマリ設定 ID に一貫性がありませ

ん。設定を手動で同期する必要がありま

す（Configuration primary ID is 

inconsistent, manual synchronization of 
configuration is required） 

クラスタレプリケーションの手順

を表示します。 

警告 

20018 無効なクラスタリン

グ設定（Invalid 

clustering 
configuration） 

H.323 モードを有効にする必要がありま

す。クラスタリングではピア間に H.323 

通信を使用します（H.323 mode must be 

turned On - clustering uses H.323 
communications between peers） 

H.323 モードを設定します。 警告 

20019 クラスタ名が設定さ

れていません

（Cluster name not 

configured） 

FindMe またはクラスタリングを使用して

いる場合は、クラスタ名を定義する必要

があります（If FindMe or clustering are 

in use a cluster name must be 
defined.） 

クラスタ名を設定します。 警告 

 

  

表 28    ネットワークアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

25001 再起動が必要です

（Restart required） 

ネットワーク設定が変更されました。こ

れを有効にするには再起動が必要です

（Network configuration has been 

changed, however a restart is required 
for this to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25002 日時を確認できませ

ん（Date and time 

not validated） 

システムは NTP サーバから正確な日時を

取得できません（The system is unable 

to obtain the correct time and date from 
an NTP server） 

時刻設定を確認します。 警告 

25003 IP 設定の不一致 

（IP configuration 

mismatch） 

IP プロトコルは IPv4 と IPv6 の両方に設

定されていますが、システムには定義さ

れている IPv4 アドレスがありません（IP 

protocol is set to both IPv4 and IPv6, 
but the system does not have any IPv4 
addresses defined） 

IP 設定を構成します。 警告 

25004 IP 設定の不一致 

（IP configuration 

mismatch） 

IP プロトコルは IPv4 と IPv6 の両方に設

定されていますが、システムには定義さ

れている IPv4 ゲートウェイがありません

（IP protocol is set to both IPv4 and 

IPv6, but the system does not have an 
IPv4 gateway defined） 

IP 設定を構成します。 警告 

25006 再起動が必要です

（Restart required） 

高度なネットワークのオプションキーが

変更されました。これを有効にするには

再起動が必要です（Advanced 

Networking option key has been 
changed, however a restart is required 
for this to take effect） 

必要な LAN 設定とスタティック 

NAT 設定を「IP」ページで構成し

てから、システムを再起動しま

す。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

25007 再起動が必要です

（Restart required） 

QoS 設定が変更されました。これを有効

にするには再起動が必要です（QoS 

settings have been changed, however a 
restart is required for this to take 
effect） 

システムを再起動します。 警告 

25008 再起動が必要です

（Restart required） 

ポート設定が変更されました。これを有

効にするには再起動が必要です（Port 

configuration has been changed, 
however a restart is required for this 
to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25009 再起動が必要です

（Restart required） 

イーサネット設定が変更されました。こ

れを有効にするには再起動が必要です

（Ethernet configuration has been 

changed, however a restart is required 
for this to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25010 再起動が必要です

（Restart required） 

IP 設定が変更されました。これを有効に

するには再起動が必要です（IP 

configuration has been changed, 
however a restart is required for this 
to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25011 再起動が必要です

（Restart required） 

HTTPS サービスが変更されました。これ

を有効にするには再起動が必要です

（HTTPS service has been changed, 

however a restart is required for this 
to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25013 IP 設定の不一致 

（IP configuration 

mismatch） 

IP プロトコルは IPv4 と IPv6 の両方に設

定されていますが、システムには定義さ

れている IPv6 ゲートウェイがありません

（IP protocol is set to both IPv4 and 

IPv6, but the system does not have an 
IPv6 gateway defined） 

IP 設定を構成します。 警告 

25014 設定の警告

（Configuration 

warning） 

IP プロトコルは IPv4 と IPv6 の両方に設

定されていますが、Expressway には定

義されている IPv6 アドレスがありません

（IP protocol is set to both IPv4 and 

IPv6, but the Expressway does not have 
any IPv6 addresses defined） 

IP 設定を構成します。 警告 

25015 再起動が必要です

（Restart required） 

SSH サービスが変更されました。これを

有効にするには再起動が必要です（SSH 

service has been changed, however a 
restart is required for this to take 
effect） 

システムを再起動します。 警告 

25016 非推奨のイーサネッ

ト速度（Ethernet 

speed not 
recommended） 

イーサネットインターフェイスの速度設

定が 1000Mb/s 全二重または 100Mb/s 

全二重以外の値にネゴシエートされてい

ます。これによりネットワーク上でパケ

ット損失が発生する可能性があります

（An Ethernet interface speed setting 

has been negotiated to a value other 
than 1000Mb/s full duplex or 100Mb/s 
full duplex; this may result in packet 
loss over your network） 

イーサネットパラメータを設定し

ます。 

警告 
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25017 再起動が必要です

（Restart required） 

HTTP サービスが変更されました。 

これを有効にするには再起動が必要です

（HTTP service has been changed, 

however a restart is required for this 
to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25018 ポート競合（Port 

conflict） 

<function> <port>と<function> <port> 

間のポートが競合しています（There is a 

port conflict between <function> <port> 
and <function> <port>） 

ポート設定を「ローカルインバウ

ンドポート（Local inbound 

ports）」ページと「ローカルアウ

トバウンドポート（Local 

outbound ports）」ページで確認

します。 

警告 

25019 詳細なログレベルを

設定しました

（Verbose log  

levels configured） 

ネットワークログまたはサポートログの 

1 つ以上のモジュールが [デバッグ

（Debug）] レベルまたは [トレース

（Trace）] レベルに設定されています

（One or more modules of the Network 

Log or Support Log are set to a level of 
Debug or Trace） 

ネットワークログモジュールとサ

ポートログモジュールは、シスコ

のサポート担当者による別途のア

ドバイスがない限り、[情報

（Info）] レベルに設定する必要が

あります。診断ロギングが進行中

の場合は、診断ロギングが停止し

た時点で自動的にリセットされま

す。 

警告 

25020 NTP クライアント 

障害（NTP client 

failure） 

システムが NTP クライアントを実行でき

ません（The system is unable to run the 

NTP client） 

キー設定や有効期限を含め、NTP 

のステータス情報を確認します。 

警告 

25021 NTP サーバが使用で

きません（NTP 

server not 
available） 

システムは NTP サーバに接続できません

（The system is unable to contact an 

NTP server） 

時刻設定とステータスを確認しま

す。また、DNS 設定を確認しま

す。 

警告 

25022 トラバーサルゾーン

の時刻が同期されて

いません（Time not 

synchronized over 
traversal zone） 

このサーバのシステム時刻が、SIP トラ

バーサルゾーンのもう一方のサーバのシ

ステム時刻と異なっています（The 

system time of this server is different 
from that on a server on the other side 
of a SIP traversal zone） 

システムの時刻設定が一貫してい

ることを確認します。変更を行っ

た場合は、それが有効になるまで

時間がかかることがあります。 

警告 

25023 XMPP のフェデレー

ション設定警告

（XMPP Federation 

configuration 
warning） 

Unified CM IM and Presence Service サ

ーバおよび XMPP フェデレーションの 

Expressway アドレスの設定に失敗しま

した 

IM and Presence Service サーバ

が稼働しており、AXL サービスで

実行され、サーバを更新している

ことを確認してください。 

警告 

25024 XMPP 設定エラー

（XMPP 

configuration error） 

XMPP ネットワークアドレスの設定が無

効です（Invalid configuration of XMPP 

network address） 

IPv4 アドレスが正しいことを確認

します。127.0.0.1 （ループバッ

クアドレス）を使用することがで

きます 

エラー 

25025 Smart Call Home へ

の接続に失敗しまし

た（Smart Call 

Home connection 
failed） 

Expressway は Smart Call Home に情報

を送信できませんでした。これは一時的

なネットワークの状態、誤設定、または

証明書の不一致の可能性があります

（Expressway could not send 

information to Smart Call Home. This 
could be a transient network condition, 
a misconfiguration, or a certificate 
mismatch） 

Smart Call Home、DNS 設定を確

認します 

クリティカル 
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25026 再起動が必要です

（Restart required） 

Web 管理ポート設定が変更されました。

これを有効にするには再起動が必要です

（Web administration port has been 

changed, however a restart is required 
for this to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

25027 SSLH 障害（SSLH 

failure） 

設定ファイルが書き込まれていないた

め、プロトコル多重化サービスを開始で

きません。Expressway-E が TCP 443 で 

TURN 要求と WebRTC 要求をリッスンで

きません（The protocol multiplexing 

service cannot start because the 
configuration file was not written. The 
Expressway-E is not able to listen on 
TCP 443 for TURN and WebRTC 
requests.） 

TURN サービスを再設定します。 クリティカル 

  
表 29    ライセンスアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

30001 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

同時発生トラバーサルコールの数がライセンス供

与されている上限に近づいています（The 

number of concurrent traversal calls has 
approached the licensed limit） 

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

30002 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

同時発生トラバーサルコールの数がユニットの物

理的な上限に近づいています（The number of 

concurrent traversal calls has approached the 
unit's physical limit） 

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

30003 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

同時発生非トラバーサルコールの数がユニットの

物理的な上限に近づいています（The number of 

concurrent non-traversal calls has approached 
the unit's physical limit） 

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

30005 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

TURN リレーの使用率がユニットの物理的な上限

に近づいています（TURN relays usage has 

approached the unit's physical limit） 

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

30007 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

TURN リレーの使用率がライセンス供与されてい

る上限に近づいています（TURN relays usage 

has approached the licensed limit） 

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

30009 TURN リレーを

インストールし

ました（TURN 

relays installed） 

TURN サービスは Expressway-E のみで使用でき

ます。TURN のオプションキーは無視されました

（TURN services are only available on 

Expressway-E; TURN option key ignored） 

オプションキーを追加/削除

します。 

警告 

30011 TURN リレーラ

イセンスが必要

です（TURN 

relay licenses 
required） 

TURN サービスは有効になっていますが、TURN 

リレーライセンスのオプションキーがインストー

ルされていません（TURN services are enabled 

but no TURN relay license option keys are 
installed） 

オプションキーを追加する

か、TURN サービスを無効

にします。 

警告 

30012 損失したクラス

タピアのライセ

ンス使用状況

（License usage 

of lost cluster 
peer） 

クラスタピア<n>は<n>時間以上、使用できない

状態になっています。クラスタ全体で使用可能な

合計から<date>にライセンスが削除されます

（Cluster peer <n> has been unavailable for 

more than <n> hours. Its licenses will be 
removed from the total available for use across 
the cluster on <date>.）。 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 
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30013 損失したクラス

タピアのライセ

ンス使用状況

（License usage 

of lost cluster 
peer） 

複数のクラスタピアが<n>時間以上、使用できな

い状態になっています。クラスタ全体で使用可能

な合計からライセンスが次のように削除されます

（Several cluster peers have been unavailable 

for more than <n> days. Their licenses will be 
removed from the total available for use across 
the cluster as follows:）<details>. 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 

30014 損失したクラス

タピアのライセ

ンス使用状況

（License usage 

of lost cluster 
peer） 

クラスタピア<n>は<n>日以上、使用できない状

態になっています。クラスタ全体で使用可能な合

計から<date>にライセンスが削除されます

（Cluster peer <n> has been unavailable for 

more than <n> days. Its licenses will be 
removed from the total available for use across 
the cluster on <date>.）。 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 

30015 損失したクラス

タピアのライセ

ンス使用状況

（License usage 

of lost cluster 
peer） 

複数のクラスタピアが<n>日以上、使用できない

状態になっています。クラスタ全体で使用可能な

合計からライセンスが次のように削除されます

（Several cluster peers have been unavailable 

for more than <n> days. Their licenses will be 
removed from the total available for use across 
the cluster as follows:）<details>. 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 

30016 損失したクラス

タピアのライセ

ンスがライセン

スプールから除

去されました

（Licenses of 

lost cluster peer 
have been taken 
off the license 
pool） 

クラスタピア<n>は<n>日以上、使用できない状

態になっています。クラスタ全体で使用可能な合

計から<date>にライセンスが削除されました。

（Cluster peer <n> has been unavailable for 

more than <n> days. Its licenses have been 
removed from the total available for use across 
the cluster on <date>.） 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 

30017 損失したクラス

タピアのライセ

ンスがライセン

スプールから除

去されました

（Licenses of 

lost cluster peer 
have been taken 
off the license 
pool） 

複数のクラスタピアが<n>日以上、使用できない

状態になっています。クラスタ全体で使用可能な

合計からライセンスが次のように削除されました

（Several cluster peers have been unavailable 

for more than <n> days. Their licenses have 
been removed from the total available for use 
across the cluster as follows:）<details>. 

このピアの問題を解決する

か、このピアをクラスタ設

定から削除します。 

警告 

30018 プロビジョニン

グライセンスの

上限に到達しま

した

（Provisioning 

licenses limit 
reached） 

同時にプロビジョニングされたデバイスの数がラ

イセンス供与された上限に到達しました（The 

number of concurrently provisioned devices has 
reached the licensed limit） 

プロビジョニングの制限は 

Cisco TMS によって設定さ

れます。追加ライセンスが

必要な場合は、シスコの担

当者にお問い合わせくださ

い。 

警告 

30020 コールライセン

スの上限に到達

しました（Call 

license limit 
reached） 

同時発生トラバーサルコールライセンスのライセ

ンス上限の<n>に到達しました（You have 

reached your license limit of <n> concurrent 
traversal call licenses） 

問題が解決しない場合は、

シスコの担当者に連絡し、

コールライセンスを追加購

入してください。 

警告 
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30021 TURN リレーラ

イセンスの上限

に到達しました

（TURN relay 

license limit 
reached） 

同時発生 TURN リレーライセンスのライセンス上

限の<n>に到達しました（You have reached 

your license limit of <n> concurrent TURN relay 
licenses） 

問題が解決しない場合は、

シスコの担当者に連絡し、

TURN リレーライセンスを

追加購入してください。 

警告 

30022 コールキャパシ

ティの上限に到

達しました（Call 

capacity limit 
reached） 

同時非トラバーサルコール数がユニットの物理的

上限に達しました（The number of concurrent 

non-traversal calls has reached the unit's 
physical limit） 

システムに容量を追加しま

す。シスコの担当者にお問

い合わせください。 

警告 

30023 コールキャパシ

ティの上限に到

達しました（Call 

capacity limit 
reached） 

同時発生トラバーサルコールの数がユニットの物

理的な上限に到達しました（The number of 

concurrent traversal calls has reached the unit's 
physical limit） 

システムに容量を追加しま

す。シスコの担当者にお問

い合わせください。 

警告 

30024 TURN リレーキ

ャパシティの上

限に到達しまし

た（TURN relay 

capacity limit 
reached） 

同時発生 TURN リレーコールの数がユニットの物

理的な上限に到達しました（The number of 

concurrent TURN relay calls has reached the 
unit's physical limit） 

システムに容量を追加しま

す。シスコの担当者にお問

い合わせください。 

警告 

30025 再起動が必要で

す（Restart 

required） 

オプションキーまたはタイプが変更されました。

これを有効にするには再起動が必要です（An 

option key or the type has been changed, 
however a restart is required for this to take 
effect） 

システムを再起動します。 警告 

30026 ルームシステム

のライセンスの

上限に近づいて

います

（Approaching 

room system 
license limit） 

TelePresence Room システムの同時登録数がラ

イセンスの上限に近づいています（The number 

of concurrent registered TelePresence room 
systems is approaching the license limit） 

追加ライセンスが必要な場

合は、シスコの担当者にお

問い合わせください。 

警告 

30027 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

TelePresence Room システムとデスクトップシ

ステムの同時登録数が、1 つ以上のピアで物理的

な上限に達しました（The number of concurrent 

registered TelePresence room systems and 
registered desktop systems has reached the 
physical limit in one or more peer(s)） 

すべてのピアに登録が均等

に配分されていることを確

認します。システムに容量

を追加します。シスコの担

当者にお問い合わせくださ

い。 

警告 

30028 ルームシステム

の登録の上限に

到達しました

（Room system 

registrations 
limit reached） 

TelePresence Room システムの登録数がライセ

ンスの上限に到達しました（The number of 

registered TelePresence room systems has 
reached the license limit） 

追加のルームシステムライ

センスを購入するには、シ

スコの担当者にお問い合わ

せください。 

警告 

30029 デスクトップシ

ステムのライセ

ンスの上限に近

づいています

（Approaching 

desktop system 
license limit） 

デスクトップシステムの同時登録数がライセンス

の上限に近づいています（The number of 

concurrent registered desktop systems is 
approaching the license limit） 

追加ライセンスが必要な場

合は、シスコの担当者にお

問い合わせください。 

警告 
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30030 キャパシティ警

告（Capacity 

warning） 

TelePresence Room システムとデスクトップシ

ステムの登録数がユニットの物理的な上限に到達

しました（The number of registered 

TelePresence room systems and registered 
desktop systems has reached the unit's 
physical limit） 

システムに容量を追加しま

す。シスコの担当者にお問

い合わせください。 

警告 

30031 デスクトップシ

ステムのライセ

ンスの上限に到

達しました

（Desktop 

system license 
limit reached） 

デスクトップシステムの登録数がライセンスの上

限に到達しました（The number of registered 

desktop systems has reached the license limit） 

デスクトップシステムのラ

イセンスを購入するには、

シスコの担当者にお問い合

わせください。 

警告 

 

  

表 30    外部アプリケーション/サービスアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

35001 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory モードは有効になっています

が、NDS ホスト名が設定されていません（Active 

Directory mode has been enabled but the DNS 
hostname has not been configured） 

DNS ホスト名を設定しま

す。 

警告 

35002 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory モードは有効になっています

が、NTP サーバが設定されていません（Active 

Directory mode has been enabled but the NTP 
server has not been configured） 

NTP サーバを設定します。 警告 

35003 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory モードは有効になっています

が、DNS サーバが設定されていません（Active 

Directory mode has been enabled but no DNS 
servers have been configured） 

DNS サーバを設定します。 警告 

35004 LDAP 設定が必

要です（LDAP 

configuration 
required） 

管理者アカウントまたは FindMe アカウントにリ

モートログイン認証を使用していますが、有効な 

LDAP サーバアドレス、ポート、Bind_DN、およ

び Base_DN が設定されていません（Remote 

login authentication is in use for administrator 
accounts but a valid LDAP Server address, Port, 
Bind_DN and Base_DN have not been 
configured） 

LDAP パラメータを設定し

ます 

警告 

35005 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory モードは有効になっています

が、ドメインが設定されていません（Active 

Directory mode has been enabled but a domain 
has not been configured） 

「Active Directory サービス

（Active Directory 

Service）」ページでドメイ

ンを設定します 

警告 

35007 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory SPNEGO が無効になっていま

す。SPNEGO 設定を有効にすることを推奨します

（Active Directory SPNEGO disabled; you are 

recommended to enable the SPNEGO setting） 

SPNEGO を有効にします 警告 

35008 設定の警告

（Configuration 

warning） 

Active Directory モードは有効になっています

が、ワークグループが設定されていません

（Active Directory mode has been enabled but 

a workgroup has not been configured） 

「Active Directory サービス

（Active Directory 

Service）」ページでワーク

グループを設定します。 

警告 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
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35009 TMS プロビジョ

ニング拡張サー

ビスの通信障害

（TMS 

Provisioning 

Extension 

services 

communication 

failure） 

Expressway は TMS Provisioning Extension サー

ビスと通信できません。TMS がこのクラスタに対

してユーザのプロビジョニングを行っていない場

合は、電話帳サービスの障害も発生している可能

性があります（The VCS is unable to 

communicate with the TMS Provisioning 

Extension services. Phone book service failures 

can also occur if TMS does not have any users 

provisioned against this cluster.） 

「TMS Provisioning 

Extension サービスのステー

タス（TMS Provisioning 

Extension service 

status）」ページに移動し、

障害が発生したサービスを

選択して問題に関する詳細

を表示します 

警告 

35010 TMS プロビジョ

ニング拡張サー

ビスデータのイ

ンポート障害

（TMS 

Provisioning 

Extension 

services data 

import failure） 

Expressway の内部テーブルの制限超過が発生す

るため、TMS Provisioning Extension サービスか

らのインポートがキャンセルされました（An 

import from the TMS Provisioning Extension 

services has been canceled as it would cause 

the Expressway to exceed internal table limits） 

Expressway イベントログで

詳細を確認した後、TMS 内

の対応するデータを確認し

ます。TMS 内のデータを修

正した後、完全同期を実行

する必要があります。 

警告 

35011 TMS プロビジョ

ニング拡張サー

ビスデータのイ

ンポート障害

（TMS 

Provisioning 

Extension 

services data 

import failure） 

TMS プロビジョニング拡張サービスからインポー

トしたレコードのうち 1 つ以上が認識できないデ

ータ形式であったためドロップされました（One 

or more records imported from the TMS 

Provisioning Extension services have been 

dropped due to unrecognized data format） 

Expressway イベントログで

詳細を確認した後、TMS 内

の対応するデータを確認し

ます。TMS 内のデータを修

正した後、完全同期を実行

する必要があります。 

警告 

35012 LDAP サーバへ

の接続に失敗し

ました（Failed 

to connect to 

LDAP server） 

H.350 デバイス認証用の LDAP サーバに接続でき

ません（Failed to connect to the LDAP server 

for H.350 device authentication） 

H.350 ディレクトリサービ

スが正しく設定されている

ことを確認します。 

警告 

35013 ユニファイドコ

ミュニケーショ

ン SSH トンネル

の障害（Unified 

Communications 

SSH tunnel 

failure） 

[このシステムは 1 つ以上のリモートホストと通

信できません（This system cannot 

communicate with one or more remote 

hosts）]：<Host 1, Host 2, ...> 

ホストのリストは 200 文字に切り詰められます。 

イベントログを確認し、

Expressway-C と 

Expressway-E 間のトラバ

ーサルゾーンがアクティブ

であることを確認します。 

警告 

35014 ユニファイドコ

ミュニケーショ

ン SSH トンネル

通知の障害

（Unified 

Communications 

SSH tunnel 

notification 

failure） 

このシステムは、1 つ以上のリモートホストと通

信できません（This system cannot 

communicate with one or more remote hosts） 

ファイアウォールが 

Expressway-C のエフェメ

ラルポートから 

Expressway-E の 2222 

TCP へのトラフィックを許

可することを確認します。 

警告 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

408 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

35015 Unified CM のポ

ート競合

（Unified CM 

port conflict） 

Unified CM <name>とユニファイドコミュニケー

ション間で Unified CM <name>にポート競合が

発生しています（両方ともポート<number>を使

用しています） 

回線側（ユニファイドコミ

ュニケーション）と SIP ト

ランクトラフィックに 

Unified CM 上の同じポート

を使用できません。Unified 

CM 上のポート設定を確認

し、必要に応じて<zone>を

再設定します。 

警告 

35016 SAML メタデー

タが変更されま

した（SAML 

metadata has 
been modified） 

設定変更によってローカル SAML メタデータが変

更されました。ID プロバイダーのどのコピーとも

異なっています。このメタデータはサーバ証明書

または SSO 対応ドメインの変更によって、ある

いはトラバーサルサーバピアの番号またはそれら

のアドレスの変更によって変更された可能性があ

ります（Configuration changes have modified 

the local SAML metadata, which is now 
different to any copies on Identity Provider(s). 
This metadata may have been modified by 
changing the server certificate or the SSO-
enabled domains, or by changing the number of 
traversal server peers or their addresses） 

アイデンティティプロバイ

ダーにインポートできるよ

う、SAML メタデータをエ

クスポートします。 

警告 

 

  

表 31    セキュリティアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

40001 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

CRL 配布ポイントが自動更新用に定義されていま

せん（No CRL distribution points have been 

defined for automatic updates） 

CRL 設定を確認します。 警告 

40002 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

CRL ファイルの自動更新に失敗しました

（Automatic updating of CRL files has failed） 

問題が解決しない場合は、

シスコの担当者に連絡して

ください 

警告 

40003 安全でないパスワ

ードが使用されて

います（Insecure 

password in 
use） 

root ユーザにデフォルトのパスワードが設定され

ています（The root user has the default 

password set） 

root パスワードの変更手順

を表示します。 

警告 

40004 証明書ベースの認

証が必要です

（Certificate-

based 
authentication 
required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、シス

テムのクライアント証明書ベースのセキュリティ

を [証明書ベースの認証（Certificate-based 

authentication）] に設定することを推奨します

（Your system is recommended to have client 

certificate-based security set to Certificate-
based authentication when in advanced account 
security mode） 

クライアント証明書ベース

のセキュリティを設定しま

す 

警告 

40005 安全でないパスワ

ードが使用されて

います（Insecure 

password in 
use） 

admin ユーザにデフォルトのパスワードが設定さ

れています（The admin user has the default 

password set） 

admin パスワードを変更し

ます。 

エラー 

40006 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

CRL の更新をダウンロードできません（Unable 

to download CRL update） 

CRL 配布ポイントとイベン

トログを確認します。 

警告 
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40007 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

CRL 自動更新用の設定ファイルが見つかりません

でした（Failed to find configuration file for CRL 

automatic updates） 

問題が解決しない場合は、

シスコの担当者に連絡して

ください 

警告 

40008 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

SSH サービスがデフォルトのキーを使用していま

す（The SSH service is using the default key） 

デフォルトの SSH キーの交

換手順を表示します 

警告 

40009 再起動が必要です

（Restart 

required） 

HTTPS クライアント証明書の検証モードが変更

されました。これを有効にするには再起動が必要

です（HTTPS client certificates validation mode 

has changed, however a restart is required for 
this to take effect） 

システムを再起動します。 警告 

40011 アカウント単位の

セッションの制限

が必要です（Per-

account session 
limit required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、ゼロ

以外のアカウント単位のセッションの制限が必要

（A non-zero per-account session limit is 

required when in advanced account security 
mode） 

アカウント単位のセッショ

ンの制限を設定します。 

警告 

40012 外部マネージャの

接続に HTTP を使

用しています

（External 

manager 
connection is 
using HTTP） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、外部

マネージャへの接続に HTTPS を使用することを

推奨します（You are recommended to use 

HTTPS connections to the external manger 
when in advanced account security mode） 

外部マネージャを設定しま

す。 

警告 

40013 HTTPS クライア

ント証明書の検証

が無効になってい

ます（HTTPS 

client certificate 
validation 
disabled） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、

HTTPS 接続に対してクライアント側の証明書の

検証を有効にすることを推奨します（You are 

recommended to enable client side certificate 
validation for HTTPS connections when in 
advanced account security mode） 

HTTPS クライアント証明書

の検証を設定します 

警告 

40014 タイムアウト時間

が必要です（Time 

out period 
required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、ゼロ

以外のシステムセッションタイムアウト時間が必

要です（A non-zero system session time out 

period is required when in advanced account 
security mode） 

セッションタイムアウト時

間を設定します。 

警告 

40015 システムセッショ

ンの制限が必要で

す（System 

session limit 
required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、ゼロ

以外のシステムセッションの制限が必要です（A 

non-zero system session limit is required when 
in advanced account security mode） 

システムセッションの制限

を設定します。 

警告 

40016 暗号化が必要です

（Encryption 

required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、ログ

インアカウントの LDAP サーバ設定で暗号化を

[TLS]に設定することを推奨します（Your login 

account LDAP server configuration is 
recommended to have encryption set to TLS 
when in advanced account security mode） 

ログインアカウント LDAP 

サーバを設定します。 

警告 

40017 インシデントレポ

ートが有効になっ

ています

（Incident 

reporting 

enabled） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、イン

シデントレポートを無効にすることを推奨します

（You are recommended to disable incident 

reporting when in advanced account security 

mode） 

インシデントレポートを設

定します。 

警告 
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40018 安全でないパスワ

ードが使用されて

います（Insecure 

password in 
use） 

1 人以上のユーザが厳密でないパスワードを使用

しています（One or more users has a non-strict 

password） 

  警告 

40019 外部マネージャの

証明書チェックを

無効にしました

（External 

manager has 
certificate 
checking 
disabled） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、外部

マネージャの証明書チェックを有効にすることを

推奨します（You are recommended to enable 

external manager certificate checking when in 
advanced account security mode） 

外部マネージャを設定しま

す。 

警告 

40020 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

Active Directory サービスへの接続に TLS 暗号化

を使用していません（The connection to the 

Active Directory Service is not using TLS 
encryption） 

Active Directory サービスの

接続設定を行います 

警告 

40021 リモートロギング

が有効になってい

ます（Remote 

logging 
enabled） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、リモ

ート syslog サーバを無効にすることを推奨しま

す（You are recommended to disable the 

remote syslog server when in advanced 
account security mode） 

リモートロギングを設定し

ます。 

警告 

40022 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

Active Directory セキュアチャネルが無効になっ

ています。セキュアチャネル設定を有効にするこ

とを推奨します（Active Directory secure 

channel disabled; you are recommended to 
enable the secure channel setting） 

セキュアチャネルを有効に

します 

警告 

40024 CRL チェックが必

要です（CRL 

checking 
required） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、ログ

インアカウントの LDAP サーバ設定で証明書失効

リスト（CRL）のチェックを[すべて（All）]に設

定することを推奨します（Your login account 

LDAP server configuration is recommended to 
have certificate revocation list (CRL) checking 
set to All when in advanced account security 
mode） 

ログインアカウント LDAP 

サーバを設定します。 

警告 

40025 SNMP が有効にな

っています

（SNMP 

enabled） 

高度なアカウントセキュリティモードでは、

SNMP を無効にすることを推奨します（You are 

recommended to disable SNMP when in 
advanced account security mode） 

SNMP モードを設定しま

す。 

警告 

40026 リブートが必要で

す（Reboot 

required） 

高度なアカウントセキュリティモードを変更しま

した。これを有効にするにはリブートが必要です

（The advanced account security mode has 

changed, however a reboot is required for this 
to take effect） 

Expressway をリブートしま

す 

警告 

40027 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

TMS プロビジョニング拡張サービスへの接続に 

TLS 暗号化を使用していません（The connection 

to the TMS Provisioning Extension services is 
not using TLS encryption） 

TMS プロビジョニング拡張

サービスの接続を設定しま

す。 

警告 

40028 安全でないパスワ

ードが使用されて

います（Insecure 

password in 
use） 

root ユーザのパスワードは MD5 を使用してハッ

シュされますが、これでは十分に安全といえませ

ん（The root user's password is hashed using 

MD5, which is not secure enough） 

root パスワードの変更手順

を表示します。 

警告 

file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
file:///C:/telepresence_docs/call_control/vcs_admin_olh/vcs_admin_guide_X12-5-4/Content/z_call_control/vcs_active_directory_service.htm
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40029 LDAP サーバの 

CA 証明書があり

ません（LDAP 

server CA 
certificate is 
missing） 

LDAP データベースの有効な CA 証明書がアップ

ロードされていません。これは TLS を介した接続

に必要です（A valid CA certificate for the LDAP 

database has not been uploaded; this is 
required for connections via TLS） 

有効な CA 証明書をアップ

ロードします。 

警告 

40030 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

ファイアウォールルールのアクティブ化に失敗し

ました。ファイアウォール設定に少なくとも 1 つ

の拒否されたルールが含まれています（Firewall 

rules activation failed; the firewall configuration 
contains at least one rejected rule） 

ファイアウォールルールの

設定を確認して拒否された

ルールを修正し、再有効化

を試みます。 

警告 

40031 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

以前のファイアウォール設定を復元できません

（Unable to restore previous firewall 

configuration） 

ファイアウォールルールの

設定を確認後、拒否された

ルールを修正してルールを

アクティブ化して、承認し

ます。問題が解決しない場

合は、シスコの担当者にお

問い合わせください。 

警告 

40032 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

ファイアウォールを初期化できません（Unable to 

initialize firewall） システムを再起動します。

問題が解決しない場合は、

シスコの担当者にお問い合

わせください 

警告 

40033 設定の警告

（Configuration 

warning） 

デフォルトのゾーンアクセスルールは有効になっ

ていますが、SIP over UDP または SIP over TCP 

を有効のままにしておくと、このセキュリティ機

能を回避する手段を提供することになります

（The Default Zone access rules are enabled, 

but leaving SIP over UDP or SIP over TCP 
enabled offers a way to circumvent this security 
feature） 

[SIP] ページで UDP と TCP 

を無効にして TLS を使用し

た証明書アイデンティティ

チェックを適用するか、ま

たはデフォルトゾーンに対

するアクセスルールを無効

にします。 

警告 

40034 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

ファイアウォールのアクティブ化に失敗しまし

た。ファイアウォール設定にプライオリティの重

複があります（Firewall rules activation failed; 

the firewall configuration contains rules with 
duplicated priorities） 

ファイアウォールルールの

設定をチェックしてすべて

のルールに一意のプライオ

リティがあることを確認し

てからアクティブ化を再試

行します。 

警告 

40040 ユニファイドコミ

ュニケーションの

設定エラー

（Unified 

Communications 
configuration 
error） 

TLS 検証モードがユニファイドコミュニケーショ

ンサービス用に設定されたトラバーサルゾーンで

有効になっていません（TLS verify mode is not 

enabled on a traversal zone configured for 
Unified Communications services） 

TLS 検証モードがトラバー

サルゾーンで有効になって

いることを確認します。ま

た、リモートトラバーサル

システムを確認する必要も

あります。 

警告 

40041 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

自動化された侵入からの保護のルールが使用でき

ません（Automated intrusion protection rules 

are not available） 

失敗したサービスを無効に

してから、もう一度有効に

します。 

警告 
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40042 FIPS1 40-2 コン

プライアンスの規

制（FIPS140-2 

compliance 
restriction） 

一部の SIP 設定が TLS トランスポートを使用し

ていません。FIPS140-2 に準拠するには TLS が

必要です（Some SIP configuration is not using 

TLS transport; FIPS140-2 compliance requires 
TLS） 

[SIP] ページで TLS がシス

テム全体で対応する唯一の

トランスポートであり、す

べてのゾーンが TLS を使用

していることを確認しま

す。または、FIPS140-2 に

移行する場合は、FIPS 対応

のデータのバックアップを

復元できます。 

警告 

40043 ユニファイドコミ

ュニケーションの

設定エラー

（Unified 

Communications 
configuration 
error） 

メディア暗号化がユニファイドコミュニケーショ

ンサービス用に設定されたトラバーサルゾーンに

適用されません（Media encryption is not 

enforced on a traversal zone configured for 
Unified Communications services） 

メディア暗号化がトラバー

サルゾーンに対して [強制暗

号化（Force encrypted）] 

に設定されていることを確

認します。 

警告 

40044 システムのリセッ

トが必要です

（System reset 

required） 

FIPS140-2 モードが有効化されています。システ

ムリセットを実行するには、このプロセスを完了

させる必要があります（FIPS140-2 mode has 

been enabled; a system reset is required to 
complete this process） 

すべてのアラームがクリア

されていることを確認して

から、システムのリセット

を実行する前にシステムの

バックアップを実行しま

す。 

警告 

40045 再起動が必要です

（Restart 

required） 

FIPS140-2 モードが無効化されています。システ

ムリセットを実行するには、このプロセスを完了

させる必要があります（FIPS140-2 mode has 

been disabled; a system restart is required to 
complete this process） 

システムを再起動します。 警告 

40046 FIPS1 40-2 コン

プライアンスの規

制（FIPS140-2 

compliance 
restriction） 

クラスタ化されたシステムが FIPS140-2 に準拠

していません（Clustered systems are not 

FIPS140-2 compliant） 

クラスタを解除します。 警告 

40048 ユニファイドコミ

ュニケーションの

設定エラー

（Unified 

Communications 
configuration 
error） 

ユニファイドコミュニケーションサービスは有効

になっていますが、SIP TLS が無効になっていま

す（Unified Communications services are 

enabled but SIP TLS is disabled） 

SIP TLS モードが [SIP の設

定（SIP configuration）] ペ

ージで [オン（On）] に設定

されていることを確認しま

す。 

警告 

40049 クラスタ TLS の

許容（Cluster 

TLS permissive） 

クラスタ TLS 検証モードで無効な証明書が許容さ

れています（Cluster TLS verification mode 

permits invalid certificates） 

クラスタの TLS 検証モード

を Enforcing に変更します 

通知 

40050 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

新しいファイアウォール設定をインストールでき

ません（Unable to install new firewall 

configuration） 

ファイアウォール設定とレ

ート制限設定を確認し、拒

否されたルールを修正しま

す。システムを再起動しな

いでください。問題が解決

しない場合は、シスコの担

当者にお問い合わせくださ

い。 
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40051 サーバ証明書によ

って CMS が特定

されません（CMS 

not Identified by 
Server 

Certificate） 

CMS アドレス<address>は Expressway-C で入

力されましたが、Expressway-E サーバ証明書で

特定されません（CMS address <address> has 

been entered on the Expressway-C but is not 
identified by the Expressway-E server 

certificate） 

Expressway-C の CMS ア

ドレスが Expressway-E サ

ーバの SAN エントリに一致

することを確認します。

CMS を SAN として含む新

しいサーバ証明書の CSR を

生成するか、Expressway-C 

上の CMS を編集（または削

除）します。 

  

40052 証明書エラー

（Certificate 

error） 

サーバ証明書には共通名（CN）属性がありませ

ん。一部のサービスは CN なしでは動作しません

（Server certificate does not have a Common 

Name (CN) attribute. Some services do not 

work without the CN） 

証明書を更新します。   

40053 無効な暗号化設定

（Invalid Cipher 

config） 

次のエントリには、FIPS140-2 モードで無効な暗

号値<List>があります（The following entries 

have cipher values that are invalid in FIPS140-2 
mode: <List>） 

暗号方式で影響を受ける暗

号化エントリを再設定して

ください。 

  

40054 トークンの復号の

失敗（Token 

decryption 

failure） 

Expressway-C は、Unified CM によって発行さ

れた OAuth トークンの復号化に失敗しました。

これは、発行者の変更が原因である可能性があり

ます。（The Expressway-C failed to decrypt or 

decode an OAuth token issued by Unified CM. 
This could be caused by changes to the 

issuer.） 

Cisco Unified 
Communications Manager 

の設定を更新します。 

警告 

40055 キーファイルの 

更新に失敗しま 

した（Failed to  

update key file）） 

一貫性のない状態のためにシステムキーファイル

の更新に失敗しました（Failed to update system 

key file due to inconsistent state） 

システムを再起動します。

それでも問題が解決しない

場合は、シスコの担当者に

お問い合わせください。 

警告 

40061 ACME 自動署名の

障害（ACME 

auto-sign 

failure） 

サーバ証明書の自動署名コマンドを実行中に障害

が検出されました（A failure was detected while 

running the auto-sign command for the server 

certificate） 

詳細については、サーバ証

明書のページを参照してく

ださい。 

警告 

40062 ACME 自動署名の

障害（ACME auto-

sign failure） 

SNI ドメイン [<domain>] の自動署名コマンドを

実行中に障害が検出されました（A failure was 

detected while running the auto-sign command 

for SNI domains [<domain>]） 

詳細については、ドメイン

証明書のページを参照して

ください。 

警告 

40063 ACME 自動展開の

障害（ACME auto-

deploy failure） 

サーバ証明書の自動展開コマンドを実行中に障害

が検出されました（A failure was detected while 

running the auto-deploy command for the 

server certificate） 

詳細については、サーバ証

明書のページを参照してく

ださい。 

警告 

40064 ACME 自動展開の

障害（ACME 

auto-deploy 

failure） 

SNI ドメイン [<domain>] の自動展開コマンドを

実行中に障害が検出されました（A failure was 

detected while running the auto-deploy 

command for SNI domains [<domain>]） 

詳細については、ドメイン

証明書のページを参照して

ください。 

警告 

40100 セキュリティアラ

ート（Security 

alert） 

ファイアウォールルールがネットワークインター

フェイスと同期されていません（Firewall rules 

are not synchronized with network interfaces） 

システムを再起動します。

それでも問題が解決しない

場合は、シスコの担当者に

お問い合わせください。 

警告 
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 表 32    不良構成アラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

45001 コールポリシーフ

ァイルのロードに

失敗しました

（Failed to load 

Call Policy file） 

<failure details> コールポリシーを設定しま

す。 

警告 

45002 設定の警告

（Configuration 

warning） 

デフォルトサブゾーンとデフォルトゾーン間に予期し

ていたデフォルトリンクがありません（Expected 

default link between the Default Subzone and the 
Default Zone is missing） 

デフォルトのリンクを設定

します。 

警告 

45003 設定の警告

（Configuration 

warning） 

H.323 モードと SIP モードがオフに設定されていま

す。それらの一方または両方を有効にしてください

（H.323 and SIP modes are set to Off; one or both 

of them should be enabled） 

H.323 モードまたは SIP モ

ードあるいはその両方を設

定します。 

警告 

45006 設定の警告

（Configuration 

warning） 

デフォルトサブゾーンとクラスタサブゾーン間に予期

していたデフォルトリンクがありません（Expected 

default link between the Default Subzone and the 
Cluster Subzone is missing） 

デフォルトのリンクを設定

します。 

警告 

45007 設定の警告

（Configuration 

warning） 

デフォルトサブゾーンとトラバーサルサブゾーン間に

予期していたデフォルトリンクがありません

（Expected default link between the Default 

Subzone and the Traversal Subzone is missing） 

デフォルトのリンクを設定

します。 

警告 

45008 設定の警告

（Configuration 

warning） 

トラバーサルサブゾーンとデフォルトゾーン間に予期

していたデフォルトリンクがありません（Expected 

default link between the Traversal Subzone and the 
Default Zone is missing） 

デフォルトのリンクを設定

します。 

警告 

45014 設定の警告

（Configuration 

warning） 

SIP メディア暗号化モードが [強制暗号化（Force 

encrypted）] または [強制暗号化解除（Force 

unencrypted）] に設定されたゾーンで H.323 が有効

になっています（H.323 is enabled in a zone with a 

SIP media encryption mode of "Force encrypted" or 
"Force unencrypted"） 

関連するゾーンで H.323 

を無効にするか、別の SIP 

メディア暗号化モードを選

択します 

警告 

45016 設定の警告

（Configuration 

warning） 

ゾーンの SIP メディア暗号化モードは [ベストエフォ

ート（Best effort）] または [強制暗号化（Force 

encrypted）] に設定されていますが、トランスポート

が TLS ではありません。TLS は暗号化に必要です。

（A zone has a SIP media encryption mode of "Best 

effort" or "Force encrypted" but the transport is not 
TLS. TLS is required for encryption.） 

関連するゾーンで SIP トラ

ンスポートを TLS に設定

するか、または別の SIP メ

ディア暗号化モードを選択

します。 

警告 

45018 設定の警告

（Configuration 

warning） 

DNS ゾーン（<zone_name>など）の SIP のデフォル

トトランスポートプロトコルが<protocol>に設定され

ていますが、そのプロトコルはシステム全体にわたっ

て無効になっています（DNS zones (including 

<zone_name>) have their SIP default transport 
protocol set to <protocol>, but that protocol is 
disabled system-wide.）。 

DNS ゾーンの SIP のデフ

ォルトのトランスポートプ

ロトコルとシステム全体の 

SIP トランスポートの設定

が一貫していることを確認

します。 

警告 

45019 メディアポートの

不足（Insufficient 

media ports） 

ライセンス供与されたコールの数をサポートするには

メディアポートの数が足りません（There is an 

insufficient number of media ports to support the 
number of licensed calls） 

メディアポート範囲を拡大

します。 

警告 
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表 33    バックツーバックユーザエージェントアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

55001 B2BUA サービス再

起動が必要です

（B2BUA service 

restart required） 

一部の B2BUA サービス固有の設定が変更され

ました。これを有効にするには再起動が必 

要です（Some B2BUA service specific 

configuration has changed, however a restart 
is required for this to take effect） 

B2BUA サービスを再起動し

ます。 

警告 

55002 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway 通信用の B2BUA ポートの設定 

が誤っています（The port on B2BUA for 

Expressway communications is 
misconfigured） 

[B2BUA の設定（B2BUA 

configuration）]（詳細設

定）を確認します。 

警告 

55003 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft デバイスの信頼できるホストの IP  

アドレスが無効です（Invalid trusted host IP 

address of Microsoft device） 

設定されている信頼できるホ

ストのアドレスを確認します 

警告 

55004 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft コール通信用の B2BUA ポートの 

設定が誤っています（The port on B2BUA for 

Microsoft call communications is 
misconfigured） 

[B2BUA の設定（B2BUA 

configuration）]（詳細設

定）を確認します。 

警告 

55005 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft の宛先アドレスが誤って設定され 

ています（The Microsoft destination address  

is misconfigured） 

B2BUA の設定を確認しま

す。 

警告 

55005 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft の宛先アドレスが誤って設定され 

ています（The Microsoft destination address  

is misconfigured） 

B2BUA の設定を確認しま

す。 

警告 

55006 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft の宛先ポートが誤って設定されて 

います（The Microsoft destination port is 

misconfigured） 

B2BUA の設定を確認しま

す。 

警告 

55007 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft トランスポートタイプの設定が誤 

っています（The Microsoft transport type is 

misconfigured） 

B2BUA の設定を確認しま

す。 

警告 

55008 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

サービスの FQDN がないか、または無効です

（Missing or invalid FQDN of service） 

Expressway のシステムホス

ト名とドメイン名を確認しま

す 

警告 

55009 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

サービスの IP アドレスが無効です（Invalid IP 

address of service） 

Expressway の LAN 1 IPv4 

アドレスを確認します 

警告 

55010 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B2BUA メディアポート範囲の終了値の設定が誤

っています（The B2BUA media port range end 

value is misconfigured） 

[B2BUA の設定（B2BUA 

configuration）]（詳細設

定）を確認します。 

警告 

55011 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B2BUA メディアポート範囲の開始値の設定が誤

っています（The B2BUA media port range 

start value is misconfigured） 

[B2BUA の設定（B2BUA 

configuration）]（詳細設

定）を確認します。 

警告 

55012 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

無効な Microsoft の相互運用性モード（Invalid 

Microsoft interoperability mode） 

B2BUA の設定を確認しま

す。 

警告 

55013 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

オプションキーが無効です（Invalid option 

key） 

オプションキーを確認します 警告 

55014 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

ホップカウントが無効です（Invalid hop 

count） 

[B2BUA の設定（B2BUA 

configuration）]（詳細設

定）を確認します。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

55015 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダの信頼できるホストの IP アドレ

スが無効です（Invalid trusted host IP address 

of transcoder） 

設定されている信頼できるホ

ストのアドレスを確認します 

警告 

55016 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

この B2BUA 用のトランスコーダを有効にする

設定が誤っています（The setting to enable 

transcoders for this B2BUA is misconfigured） 

B2BUA の設定（トランスコ

ーダの設定）を確認します。 

警告 

55017 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダ通信用の B2BUA ポートの設定

が誤っています（The port on B2BUA for 

transcoder communications is misconfigured） 

B2BUA の設定（トランスコ

ーダの設定）を確認します。 

警告 

55018 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダアドレスまたはポートの詳細、

あるいはその両方の設定が誤っています

（Transcoder address and/or port details are 

misconfigured） 

B2BUA 設定（トランスコー

ダの設定）と設定されている

信頼できるホストのアドレス

を確認します 

警告 

55019 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

TURN サーバのアドレスが無効です（Invalid 

TURN server address） 

B2BUA の設定（TURN の設

定）を確認します。 

警告 

55021 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

この B2BUA に TURN サービスを提供するため

の設定が誤っています（The setting to offer 

TURN services for this B2BUA is 
misconfigured） 

B2BUA の設定（TURN の設

定）を確認します。 

警告 

55023 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダポリシールールの設定が誤って

います（The transcoder policy rules are 

misconfigured） 

トランスコーダポリシールー

ルの設定を確認します。 

警告 

55024 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダポリシールールを使用するため

の設定が誤っています（The setting to use 

transcoder policy rules is misconfigured） 

B2BUA の設定（トランスコ

ーダの設定）を確認します。 

警告 

55025 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B2BUA はトランスコーダが使用できるようにな

っていますが、トランスコーダは設定されてい

ません（The B2BUA has been enabled to use 

transcoders, but there are no transcoders 
configured） 

1 つ以上のトランスコーダを

設定します。 

警告 

55026 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

TURN サービスは有効になっていますが、有効

な TURN サーバが設定されていません（The 

B2BUA has been enabled to use transcoders, 
but there are no transcoders configured） 

TURN サーバのアドレスを設

定します 

警告 

55028 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

メディアポート範囲の最初と最後の設定が誤っ

ています（The start and end media port 

ranges are misconfigured） 

B2BUA のメディアポート範

囲の設定を確認します。 

警告 

55029 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B2BUA が使用するメディアポート範囲が

<module>で使用するメディアポート範囲と重複

しています 

両方のサービスのポート設定

を確認します。 

警告 

55030 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway の通信に B2BUA が使用するポート

は<module>も使用します（The port used by 

the B2BUA for Expressway communications is 
also used by <module>） 

両方のサービスのポート設定

を確認します。 

警告 

55031 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft コールの通信に B2BUA が使用するポ

ートは<module>も使用します（The port used 

by the B2BUA for Microsoft call 
communications is also used by <module>） 

両方のサービスのポート設定

を確認します。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

55032 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダの通信に B2BUA が使用するポ

ートは<module>も使用します（The port used 

by the B2BUA for transcoder communications 
is also used by <module>） 

両方のサービスのポート設定

を確認します。 

警告 

55033 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Microsoft の有効な信頼できるホストが設定され

ていません（No valid Microsoft trusted hosts 

have been configured） 

少なくとも 1 つの信頼できる

ホストデバイスを設定します 

警告 

55034 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーダの有効な信頼できるホストが設

定されていません（No valid transcoder trusted 

hosts have been configured） 

少なくとも 1 つのトランスコ

ーダの信頼できるホストを設

定します。 

警告 

55035 B2BUA 接続の問題

（B2BUA 

connectivity 
problem） 

B2BUA がトランスコーダに接続できません

（The B2BUA cannot connect to the 

transcoders） 

B2BUA サービスを再起動し

ます。 

警告 

55036 B2BUA 接続の問題

（B2BUA 

connectivity 
problem） 

B2BUA が Expressway に接続できません（The 

B2BUA cannot connect to the Expressway） 

B2BUA サービスを再起動し

ます。 

警告 

55037 B2BUA 接続の問題

（B2BUA 

connectivity 
problem） 

B2BUA が Microsoft 環境に接続できません

（The B2BUA cannot connect to the Microsoft 

environment） 

「Microsoft 相互運用性のス

テータス（Microsoft 

interoperability status）」ペ

ージで問題の詳細を確認しま

す。設定変更を行った後に

B2BUA サービスの再起動が

必要になる場合があります 

警告 

55101 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway の許可済みホスト IP アドレスが無

効です（Invalid Expressway authorized host IP 

address） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55102 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway の連絡先アドレスの URI 形式が無

効です（Invalid URI format of Expressway 

contact address） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55103 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway の暗号化モードが無効です（Invalid 

Expressway encryption mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55104 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway ICE モードが無効です（Invalid 

Expressway ICE mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55105 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のネクストホップのホスト設定が無

効です（Invalid Expressway next hop host 

configuration） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55106 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のネクストホップの活性モードが無

効です（Invalid Expressway next hop liveness 

mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

55107 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のネクストホップモードが無効です

（Invalid Expressway next hop mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55108 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のネクストホップポートが無効です

（Invalid Expressway next hop port） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55109 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のトランスポートタイプが無効です

（Invalid Expressway transport type） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55110 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B 側の連絡先アドレスの URI 形式が無効です

（Invalid URI format of B side contact 

address） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55111 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B 側の暗号化モードが無効です（Invalid B side 

encryption mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55112 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B 側の ICE モードが無効です（Invalid B side 

ICE mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55113 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B 側のネクストホップの活性モードが無効です

（Invalid B side next hop liveness mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55114 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B 側のネクストホップモードが無効です

（Invalid B side next hop mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55115 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

コマンドリスニングポートが無効です（Invalid 

command listening port） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55116 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

デバッグステータスパスが無効です（Invalid 

debug status path） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55117 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

サービスが無効です（Invalid service） サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55118 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

ソフトウェア文字列が無効です（Invalid 

software string） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

55119 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーディングサービスの連絡先アドレ

スの URI 形式が無効です（Invalid URI format of 

transcoding service contact address） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55120 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーディングサービスの暗号化モード

が無効です（Invalid transcoding service 

encryption mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55121 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーディングサービスの ICE モードが

無効です（Invalid transcoding service ICE 

mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55122 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーディングサービスのネクストホッ

プの活性モードが無効です（Invalid transcoding 

service next hop liveness mode） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55123 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

トランスコーディングサービスのトランスポー

トタイプの設定が誤っています（The 

transcoding service transport type is 
misconfigured） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55124 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

必須 TURN サービスの設定が誤っています

（The mandatory TURN server setting is 

misconfigured） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55125 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway のネクストホップのホスト設定が無

効です（Invalid Expressway next hop host 

configuration） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55126 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

Expressway の許可済みホスト IP アドレスが無

効です（Invalid Expressway authorized host IP 

address） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55127 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

FQDN 設定がないため、B2BUA アプリケーショ

ンを起動できません（Cannot start B2BUA 

application because FQDN configuration is 
missing） 

システムホスト名とドメイン

名を「DNS」ページで設定し

てから B2BUA サービスを再

起動します。 

警告 

55128 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

IPv4 インターフェイスのアドレス設定がないた

め、B2BUA アプリケーションを起動できません

（Cannot start B2BUA application because 

IPv4 interface address configuration is 
missing） 

LAN 1 IPv4 アドレスを「IP」

ページで設定してから

B2BUA サービスを再起動し

ます 

警告 

55129 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

クラスタ名の設定がないため、B2BUA アプリケ

ーションを起動できません（Cannot start 

B2BUA application because cluster name 
configuration is missing） 

クラスタ名を「クラスタリン

グ（Clustering）」ページで

設定します。 

警告 

55130 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

クラスタ名が無効です（Invalid cluster name） クラスタ名を確認してから

B2BUA サービスを再起動し

ます 

警告 

55131 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

セッション更新間隔が無効です（Invalid session 

refresh interval） 

B2BUA の設定（詳細設定）

を確認してから B2BUA サー

ビスを再起動します。 

警告 
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55132 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

コールリソース制限が無効です（Invalid call 

resource limit） 

サービスを再起動します。問

題が解決しない場合は、シス

コの担当者に連絡してくださ

い。 

警告 

55133 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

B2BUA セッションの更新間隔が最小セッション

更新間隔より小さくなっています（The B2BUA 

session refresh interval is smaller than the 
minimum session refresh interval） 

両方の設定を[B2BUA の設定

（B2BUA configuration）]

（詳細設定）で確認してから

B2BUA サービスを再起動し

ます。 

警告 

55134 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

最小セッション更新間隔が無効です（Invalid 

minimum session refresh interval） 

B2BUA の設定（詳細設定）

を確認してから B2BUA サー

ビスを再起動します。 

警告 

55135 B2BUA 設定の警告

（B2BUA 

configuration 
warning） 

Microsoft の信頼できるホストデバイスが多数設

定されています。そのため、パフォーマンスに

影響を与える可能性があります。極端な場合

は、コールが接続に十分なネットワークリソー

スにアクセスできなくなる可能性があります（A 

large number of Microsoft trusted host devices 
have been configured; this may impact 
performance, or extreme cases it may prevent 
calls from accessing enough network 
resources to connect） 

「B2BUA の信頼できるホス

ト（B2BUA trusted 

hosts）」ページでトポロジ

を確認し、信頼できるホスト

デバイスの数を減らすように

します。 

警告 

55137 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

VCS マルチストリームモードが無効です

（Invalid VCS multistream mode） 

B2BUA の設定（詳細設定）

を確認してから B2BUA サー

ビスを再起動します。 

警告 

55139 B2BUA の誤設定

（B2BUA 

misconfiguration） 

VCS マルチストリームモードが無効です

（Invalid VCS multistream mode） 

B2BUA の設定（詳細設定）

を確認してから B2BUA サー

ビスを再起動します。 

警告 

55142 RDP TCP/UDP ポー

トが不足しています

（Insufficient RDP 

TCP/UDP ports） 

RDP コールの最大数をサポートするには 

TCP/UDP ポートの数が足りません（There is an 

insufficient number of TCP/UDP ports to 
support the maximum number of RDP calls） 

B2BUA 設定の RDP 

TCP/UDP ポート範囲を拡大

します 

警告 

 

  

表 34    管理コネクタアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60050 （ハイブリッドサー

ビス）接続エラー

（[Hybrid services] 

Connectivity error） 

Cisco Collaboration Cloud 
のアドレス：<string>に到達

できませんでした 

<string>または<string>を確認するか、または

ネットワークユーティリティ<string>を使用し

て、このアドレスを確認します。 

エラー 

60051 （ハイブリッドサー

ビス）通信エラー

（[Hybrid services] 

Communication 
error） 

Cisco Collaboration Cloud 
からの HTTP エラーコード

<string>（アドレス：

<string>） 

ハイブリッドサービスのステータスを確認しま

す。問題が続くようであれば、Cisco 

Collaboration Cloud の管理者へお問い合わせ

ください。 

エラー 

60052 （ハイブリッドサー

ビス）通信エラー

（[Hybrid services] 

Communication 
error） 

<string> <string>、<string>、<string>のアドレスを確

認してください。アドレスが問題の原因でない

場合は、Cisco Collaboration Cloud 管理者に

お問い合わせください。 

エラー 
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60053 （ハイブリッドサー

ビス）アクセスエラ

ー（[Hybrid 

services] Access 

error） 

<string> Cisco Collaboration Cloud 管理者にお問い合

わせください。 

エラー 

60054 （ハイブリッドサー

ビス）コネクタイン

ストールエラー

（[Hybrid services] 

Connector install 

error） 

<string> Cisco Collaboration Cloud 管理者にお問い合

わせください。 

エラー 

60055 （ハイブリッドサー

ビス）証明書が無効

なためダウンロード

に失敗しました

（[Hybrid services] 

Download failed 

because the 

certificate was not 

valid） 

<string> Expressway の信頼できる CA リストで、受信

した証明書に署名した CA を確認します。 

エラー 

60056 （ハイブリッドサー

ビス）証明書が無効

なためアップグレー

ドに失敗しました

（[Hybrid services] 

Upgrade failed 

because certificate 

was not valid） 

<string> Expressway の信頼できる CA リストで、受信

した証明書に署名した CA を確認します。 

エラー 

60057 （ハイブリッドサー

ビス）証明書名が一

致しなかったためア

ップグレードに失敗

しました（[Hybrid 

services] Upgrade 

failed because 

certificate name did 

not match） 

<string> <string>からの証明書の CN または SAN がホ

スト名と一致していることを確認します。 

エラー 

60058 （ハイブリッドサー

ビス）CA 証明書が

見つからなかったた

め接続に失敗しまし

た（[Hybrid 

services] 

Connection failed 

because the CA 

certificate was not 

found） 

<string>から証明書に署名し

たルート CA が Expressway 

の信頼できる CA リストにな

いため、Cisco Collaboration 

Cloud に安全に接続できませ

ん。 

Expressway の信頼できる CA リストを更新

し、受信した証明書に署名した CA を含めま

す。 

エラー 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60059 （ハイブリッドサー

ビス）証明書名が一

致しなかったため接

続に失敗しました

（[Hybrid services] 

Connection failed 
because the 
certificate name did 
not match） 

<string>からの証明書に、ホ

スト名と一致する CN または 

SAN 属性がありませんでし

た。 

リモートサーバからの証明書の CN または 

SAN がホスト名と一致していることを確認し

ます。 

エラー 

60060 （ハイブリッドサー

ビス）証明書が検証

されなかったため接

続に失敗しました

（[Hybrid services] 

Connection failed 
because the 
certificate was not 
validated） 

Expressway が<string>から

の証明書を検証できませんで

した。これは、Expressway 

が CA を信頼していないか、

または証明書が現在有効でな

いために発生する可能性があ

ります。 

Expressway <string>リストに、受信した証明

書に署名した CA のルート証明書が含まれてい

ることを確認します。CA 証明書が最新であ

り、失効していないことを確認します。

<string>が設定されており、Expressway が同

期していることを確認します。これらの潜在的

原因を排除できる場合は、シスコにご連絡くだ

さい。送信したサーバ証明書が無効である可能

性があります。 

エラー 

60061 （ハイブリッドサー

ビス）ユーザの選択

によりアップグレー

ドが阻止されました

（[Hybrid services] 

Upgrade prevented 
by user choice） 

以前に、Cisco Collaboration 

Cloud によって現在アドバタ

イズされているコネクタのア

ップグレードが拒否されまし

た。次のバージョンが利用可

能になると、自動アップグレ

ードが継続されます。アドバ

タイズされるバージョン：

<string> 

コネクタのバージョンを確認します。 アラート 

60062 （ハイブリッドサー

ビス）コネクタディ

セーブルエラー

（[Hybrid services] 

Connector disable 
error） 

<string> Cisco Collaboration Cloud 管理者にお問い合

わせください。 

エラー 

60063 （ハイブリッドサー

ビス）コネクタイネ

ーブルエラー

（[Hybrid services] 

Connector enable 
error） 

<string> Cisco Collaboration Cloud 管理者にお問い合

わせください。 

エラー 

60064 （ハイブリッドサー

ビス）コネクタが予

期せず実行していま

せん（[Hybrid 

services] Connector 
unexpectedly not 
running） 

<string> 停止したコネクタを再起動します。そのコネク

タが最近アップグレードされた場合は、以前の

バージョンにロールバックしてください。エラ

ーが解消されない場合は、Cisco 

Collaboration Cloud 管理者に連絡してくださ

い。 

エラー 

60065 （ハイブリッドサー

ビス）コネクタのバ

ージョンの不一致

（[Hybrid services] 

Connector version 
mismatch） 

<string> Cisco Collaboration Cloud 管理者にお問い合

わせください。 

エラー 
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60066 （ハイブリッドサー

ビス）定期的な認証

の更新に失敗しまし

た（[Hybrid 

services] Routine 

authentication 

refresh failed） 

Expressway は定期的に

<string>を通じて認証を更新

しますが、今回は成功しませ

んでした。Expressway は

<string>分以内に再試行しま

す。 

この問題が解消されない場合は、Cisco 

Collaboration Cloud 管理者に連絡してくださ

い。 

エラー 

60067 （ハイブリッドサー

ビス）接続エラー

（[Hybrid services] 

Connectivity Error） 

<string>にアクセスしようと

してエラーが発生しました。

Expressway は約<string>秒

後に再試行します。 

<string>をチェックし、エラーが続く場合はネ

ットワークの問題を確認してください。 

エラー 

60068 （ハイブリッドサー

ビス）Cisco 

Collaboration Cloud 

からの無効な応答

（[Hybrid services] 

Invalid responses 

from Cisco 

Collaboration 

Cloud） 

<string>から無効なデータが

受信されました。 

Cisco Collaboration Cloud の予定されたアド

レスがあるか確認します。 

エラー 

60069 （ハイブリッドサー

ビス）サービスコネ

クタなし（[Hybrid 

services] No service 

connectors） 

ハイブリッドサービスに登録

されていますが、サービスコ

ネクタがインストールされて

いません。管理コネクタがア

クティブで、Cisco 

Collaboration Cloud への不

要な接続を確立しています。 

シスコクラウドコラボレーション管理に移動

し、組織が 1 つ以上のハイブリッドサービス

を使用する権利があることを確認します。ハイ

ブリッドサービスを使用していない場合は、こ

の Expressway を<string>することを強く推奨

します。 

アラート 

60070 （ハイブリッドサー

ビス）HTTP 例外

（[Hybrid services] 

HTTP exception） 

<string>からの HTTP 応答を

処理中に受信された例外：

<string> 

問題が解消されない場合は、Cisco 

Collaboration Cloud 管理者に連絡してくださ

い。 

エラー 

60071 （ハイブリッドサー

ビス）キーエラー

（[Hybrid services] 

Key error） 

このシステムは、コネクタフ

ァイルのデータエラーのため

に正しく登録できませんでし

た。関連するサービスは、正

常に登録されているように見

えても、期待どおりに機能し

ません。 

再度登録を試みてください（最初に登録を解除

する必要がある場合があります）。問題が解消

されない場合は、Cisco Collaboration Cloud 

管理者に連絡してください。 

エラー 

60072 （ハイブリッドサー

ビス）サポートされ

ていない 

Expressway バージ

ョン（[Hybrid 

services] 

Unsupported 

Expressway 

version） 

ご使用の Expressway のバー

ジョンは、ハイブリッドサー

ビスではサポートされなくな

りました。ハイブリッドサー

ビスを引き続き使用するに

は、新しいバージョンにアッ

プグレードする必要がありま

す。 

cisco.com にある最新の Expressway バージ

ョンにアップグレードしてください。 

アラート 
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表 35    カレンダーコネクタアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60100 Microsoft 
Exchange サー 

バが到達不能

（Microsoft 

Exchange Server 
unreachable） 

Microsoft Exchange Server へのアクセスエラー

が発生しました。これが解決されるまで、カレン

ダーサービス要求および通知は処理されません。

詳細情報：これには<string>が含まれます。最後

の既知のエラー：<string> 

Microsoft Exchange Server 
とカレンダーコネクタ間の

ネットワークの接続性を確

認します。Microsoft 

Exchange Server 上の負荷

を確認します。 

クリティカル 

60101 Microsoft 
Exchange Server 
アクセスが拒否さ

れました

（Microsoft 

Exchange Server 
access denied） 

Microsoft Exchange Server へのアクセスが拒否

されました。これが解決されるまで、カレンダー

サービス要求および通知は処理されません。詳細

情報：これには<string>が含まれます。最後の既

知のエラー：<string> 

サービスアカウントに有効

なクレデンシャルと正しい

アクセス許可があり、ロッ

クされていないことを確認

します。 

クリティカル 

60102 Microsoft 
Exchange Server 
証明書を検証でき

ません（Microsoft 

Exchange Server 
certificate not 
validated） 

Microsoft Exchange Server の証明書を検証でき

ませんでした。これが解決されるまで、カレンダ

ーサービス要求および通知は処理されません。詳

細情報：これには<string>が含まれます。最後の

既知のエラー：<string> 

Microsoft Exchange Server 
証明書が有効なことを確認

します。 

クリティカル 

60103 Microsoft 
Exchange Server 
のバージョンがサ

ポートされていま

せん（Microsoft 

Exchange Server 
version 
unsupported） 

設定された Microsoft Exchange Server のバージ

ョンがサポートされていません。詳細情報：

<string> 

Microsoft Exchange Server 
をサポートされているバー

ジョンにアップグレードす

る必要があります。 

クリティカル 

60104 Microsoft 
Exchange Server 
が設定されていま

せん（No 

Microsoft 
Exchange Server 
configured） 

Microsoft Exchange Server の設定が構成されて

いないため、カレンダーコネクタが停止しまし

た。 

カレンダーコネクタに少な

くとも 1 つの Microsoft 

Exchange Server を設定

し、それを再度有効にしま

す。 

クリティカル 

60110 Microsoft 
Exchange 
Autodiscover が到

達不能（Microsoft 

Exchange 
Autodiscover 
unreachable） 

ユーザの自動検出中に Microsoft Exchange 

Server へのアクセスでタイムアウトが発生しま

した。これが解決されるまで、カレンダーサービ

ス要求および通知は処理されません。詳細情報：

これには<string>が含まれます。最後の既知のエ

ラー：<string> 

Microsoft Exchange 
Autodiscover Server とカレ

ンダーコネクタ間のネット

ワークの接続性を確認しま

す。 

クリティカル 

60111 Microsoft 
Exchange 
Autodiscover のア

クセスが拒否され

ました（Microsoft 

Exchange 
Autodiscover 
access denied） 

ユーザの自動検出中に Microsoft Exchange 

Server へのアクセスが拒否されました。これが

解決されるまで、カレンダーサービス要求および

通知は処理されません。詳細情報：これには

<string>が含まれます。最後の既知のエラー：

<string> 

サービスアカウントに有効

なクレデンシャルと正しい

アクセス許可があり、ロッ

クされていないことを確認

します。 

クリティカル 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60112 Microsoft 
Exchange 

Autodiscover 証明

書を検証できませ

ん（Microsoft 

Exchange 
Autodiscover 
certificate not 

validated） 

自動検出中に、Microsoft Exchange Server の証

明書を検証できませんでした。これが解決される

まで、カレンダーサービス要求および通知は処理

されません。詳細情報：これには<string>が含ま

れます。最後の既知のエラー：<string> 

サーバ証明書が有効なこと

を確認します。 

クリティカル 

60113 リダイレクトされ

た Microsoft 

Exchange 
Autodiscovery 
URL が信頼されて

いません

（Redirected 

Microsoft 
Exchange 
Autodiscovery 

URL not trusted） 

リダイレクトされた Microsoft Exchange 

Autodiscovery URL が変更され、信頼されていま

せん。詳細情報：<string> 

Exchange サービスレコード

を開き、再度レコードを保

存します。新しいリダイレ

クション URL が信頼される

ことを確認します。 

クリティカル 

60120 Microsoft 
Exchange 
Autodiscover 

LDAP が到達不能

（Microsoft 

Exchange 
Autodiscover 
LDAP 

unreachable） 

自動検出中に Microsoft LDAP サーバへのアクセ

スでタイムアウトが発生しました。これが解決さ

れるまで、カレンダーサービス要求および通知は

処理されません。詳細情報：これには<string>が

含まれます。最後の既知のエラー：<string> 

Microsoft Exchange 
Autodiscover LDAP Server 

とカレンダーコネクタ間の

ネットワークの接続性を確

認します。 

クリティカル 

60121 Microsoft 
Exchange 
Autodiscover 

LDAP のアクセス

が拒否されました

（Microsoft 

Exchange 
Autodiscover 
LDAP access 

denied） 

自動検出中に Microsoft LDAP Server へのアクセ

スが拒否されました。これが解決されるまで、カ

レンダーサービス要求および通知は処理されませ

ん。詳細情報：これには<string>が含まれます。

最後の既知のエラー：<string> 

サービスアカウントに有効

なクレデンシャルと正しい

アクセス許可があり、ロッ

クされていないことを確認

します。 

クリティカル 

60130 Microsoft 
Exchange Server 

のユーザサブスク

リプションの失敗

（Microsoft 

Exchange Server 
user subscription 

failure） 

<string>ユーザが Microsoft Exchange Server に

登録できませんでした。詳細情報：ユーザには

<string>が含まれています。 

Microsoft Exchange Server 

がビジー状態でないこと、

および Microsoft Exchange 

Server とカレンダーコネク

タとの間のネットワークの

接続性を確認します。 

エラー 

60131 SMTP アドレスに

メールボックスが

ありません（SMTP 

address has no 

mailbox） 

メールボックスが関連付けられていない複数の

（<string>）SMTP アドレスが検出されました

（Multiple (<string>) SMTP address(es) have 

been detected with no associated 

mailbox(es).）詳細情報：<string> 

ターゲットメールボックス

が完全に有効で、ターゲッ

トサーバが正しいことを確

認します。 

エラー 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60132 サブスクリプショ

ンが動作していま

せん（Subscription 

not operational） 

カレンダーサービスが Microsoft Exchange 

Server から 1 人以上のユーザの通知を受信して

いません。これが対処されるまで、これらのユー

ザのカレンダーサービス要求および通知は処理さ

れません。 

Microsoft Exchange Server 
が正しく機能していること

と、ネットワークに接続し

ていることを確認します。

この状態が続く場合は、カ

レンダーサービスの再起動

を検討してください。 

エラー 

60140 会議通知の着信率

が高すぎます

（Meeting 

notification 
incoming rate too 
high） 

<string>カレンダーサービスユーザの着信会議通

知率が高すぎます（The incoming meeting 

notification rate is too high for <string> 
Calendar Serviceuser(s).）詳細情報：ユーザに

は<string>が含まれています。 

Microsoft Exchange Server 
でユーザのメールボックス

を確認します。 

エラー 

60142 会議の処理時間が

長すぎます

（Meeting 

processing time 
too long） 

カレンダーサービスの会議の処理時間が、少なく

とも 1 人のユーザに対して 5 分のしきい値を超

えています。 

Microsoft Exchange Server 
とカレンダーサービスでユ

ーザの通知率を確認しま

す。 

エラー 

60150 Cisco 
Collaboration 
Cloud のモニタサ

ービスが到達不能

（Cisco 

Collaboration 
Cloud Monitor 
Service 
unreachable） 

現在必要なクラウドサービスに到達できません。

これが解決されるまで、カレンダーサービス要求

および通知は処理されません。詳細情報：

<string> 

インターネットへの接続を

確認します。 

クリティカル 

60151 Cisco 
Collaboration 
Cloud のモニタサ

ービスへのアクセ

スが拒否されまし

た（Cisco 

Collaboration 
Cloud Monitor 
Service access 
denied） 

Cisco Collaboration Cloud サービスへのアクセ

スが拒否されました。これが解決されるまで、カ

レンダーサービス要求および通知は処理されませ

ん。詳細情報：<string> 

テクニカルサポートにお問

い合わせください。 

クリティカル 

60152 Cisco 
Collaboration 
Cloud API サービ

スが到達不能

（Cisco 

Collaboration 
Cloud API Service 
unreachable） 

現在必要なクラウドサービスに到達できません。

これが解決されるまで、カレンダーサービス要求

および通知は処理されません。詳細情報：

<string> 

インターネットへの接続を

確認します。 

クリティカル 

60153 Cisco 
Collaboration 
Cloud API サービ

スへのアクセスが

拒否されました

（Cisco 

Collaboration 
Cloud API Service 
access denied） 

Cisco Collaboration Cloud サービスへのアクセ

スが拒否されました。これが解決されるまで、カ

レンダーサービス要求および通知は処理されませ

ん。詳細情報：<string> 

テクニカルサポートにお問

い合わせください。 

クリティカル 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

427 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60154 暗号化サービスか

らのキーの取得が

失敗しました

（Retrieving key 

from encryption 

service failed） 

カレンダーコネクタが既存のキーを取得できなか

ったか、または暗号化サービスから新しいキーを

生成する要求を失敗しました。詳細情報：暗号化

サービスは<string>です。 

暗号化サービスがオンにな

っていることを確認しま

す。 

エラー 

60155 Cisco 

Collaboration 

Cloud のモニタメ

ッセージサービス

が接続されていま

せん（Cisco 

Collaboration 

Cloud Monitor 

message service 

not connected） 

カレンダーコネクタが Cisco Collaboration 

Cloud のモニタメッセージサービスに接続できま

せんでした。詳細情報：クラウドサービスルート

は<string>です。 

Cisco Collaboration Cloud 

のモニタメッセージサービ

スへのネットワーク接続を

確認します。 

クリティカル 

60156 Cisco 

Collaboration 

Cloud API メッセ

ージサービスが接

続されていません

（Cisco 

Collaboration 

Cloud API 

message service 

not connected） 

カレンダーコネクタが Cisco Collaboration 

Cloud API メッセージサービスに接続できません

でした。詳細情報：クラウドサービスルートは

<string>です。 

Cisco Collaboration Cloud 

API メッセージサービスへの

ネットワーク接続を確認し

ます。 

クリティカル 

60160 Cisco 

Collaboration 

Meeting Rooms

（CMR）サービス

に到達不能または

アクセスが拒否さ

れました（Cisco 

Collaboration 

Meeting Rooms 

(CMR) service 

unreachable or 

access denied） 

Cisco Collaboration Meeting Rooms（CMR）サ

ービスに現在到達できないか、またはアクセスが

拒否されました。これが解決されるまで、

@webex 会議は処理されません。詳細情報：

CMR サービスのサイト名には<string>が含まれ

ています。 

ネットワーク接続と CMR サ

ービスに設定されているア

カウントクレデンシャルを

確認します。 

エラー 

60161 WebEx ユーザアカ

ウントが使用でき

ません（WebEx 

user account not 

available） 

<string> Webex ユーザアカウントが使用できま

せん。アカウントの問題が解決されるまで、これ

らのユーザの @webex 会議は処理されません。

詳細情報：影響を受けるユーザには<string>が含

まれています。 

WebEx サービスアカウント

とユーザアカウントを確認

します。ユーザに WebEx ア

カウントがあるか、アカウ

ントがロックアウトされて

いないか、非アクティブ化

されていないか、または 

Personal Room が無効にな

っているか確認します。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60162 Cisco WebEx 管理

者パスワードの有

効期限が切れてい

る、または無効で

す（Cisco WebEx 

administrator 

password has 

expired or 

invalid） 

期限切れまたは無効な管理者パスワードが原因で 

Cisco WebEx サービスにアクセスできません。

これが解決されるまで、影響を受けるサイトでの 

@webex 会議は処理されません。詳細情報：

Webex サービスサイト名には<string>が含まれ

ています。 

影響を受ける WebEx サーバ

で、期限切れまたは無効な

管理者パスワードを変更し

ます。 

エラー 

60163 Cisco WebEx 管理

者パスワードの有

効期限が切れます

（Cisco WebEx 

administrator 

password 

expiring） 

<string>サイトの Cisco Webex 管理者パスワー

ドの有効期限が間もなく切れます。詳細情報：管

理者パスワードの期限が切れる Webex サービス

サイトには<string>が含まれています。 

影響を受ける WebEx サーバ

で、期限が切れる管理者パ

スワードを変更します。 

警告 

60164 Cisco WebEx 管理

者アカウントがロ

ックアウトされま

した（Cisco 

WebEx 

administrator 

account locked 

out） 

管理者アカウントがロックアウトされているた

め、Cisco WebEx サービスにアクセスできませ

ん。これが解決されるまで、影響を受けるサイト

での @webex 会議は処理されません。詳細情

報：Webex サービスサイト名には<string>が含

まれています。 

影響を受ける WebEx サーバ

で管理者アカウントをロッ

ク解除します。 

エラー 

60170 管理コネクタが実

行されていません

（Management 

Connector not 

running） 

管理コネクタが実行されていないため、カレンダ

ーコネクタが動作していません。 

[アプリケーション

（Applications）] > [クラウ

ド拡張（Cloud 

Extensions）] > [コネクタ管

理（Connector 

Management）] に移動し

て、管理コネクタを開始し

ます。 

エラー 

60171 管理コネクタが動

作していません

（Management 

Connector not 

operational） 

管理コネクタが動作していないため、カレンダー

コネクタが動作していません。 

管理コネクタのステータス

を確認し、必要に応じて再

起動します。 

エラー 

60190 カレンダーコネク

タが動作していま

せん（Calendar 

Connector not 

operational） 

1 つ以上のクラウドサービスおよび/またはオン

プレミスサービスが動作していないため、カレン

ダーコネクタが動作していません。 

詳細については、カレンダ

ーコネクタのステータスを

確認してください。 

クリティカル 
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表 36    コールコネクタアラーム 

ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60300 ユーザにはディレクトリ番号

が設定されていません。

（The user is not 

configured with any 
directory numbers.） 

ユーザにディレクトリ番号が設定 

されていません（The user is not 

configured with a primary directory 
number）：user[<string>]: <string> 

Unified CM でユーザに関連付けられ

ているデバイスに少なくとも 1 つの回

線を追加します。 

警告 

60301 ユーザのコントロールリスト

に有効なデバイスがありませ

ん。（The user has no valid 

devices in the control list.） 

ユーザのコントロールリストに有効な

デバイスがありません（The user has 
no valid devices in the control 
list）：user[<string>]: <string> 

回線が少なくとも 1 つある有効なデバ

イスを少なくとも 1 つ Unified CM の

ユーザに関連付けます。 

警告 

60302 ユーザにディレクトリ URI 

が設定されていません。

（The user is not 

configured with a directory 
URI.） 

ユーザにディレクトリ URI が設定され

ていません（The user is not 

configured with a primary directory 
number）：user[<string>]: <string> 

Unified CM のユーザのアカウント設

定で、ディレクトリ URI の値を入力し

ます。 

警告 

60303 この電子メールアドレスを持

つユーザが見つかりませんで

した（Could not find a user 

with this email address.） 

この電子メールアドレスを持つユーザ

を見つけることができませんでした

（Could not find a user with this 

email address）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM でユーザの電子メールア

ドレスを入力します。 

警告 

60304 電子メールとディレクトリ 

URI の不一致（Email 

mismatch with directory 
URI） 

ユーザの電子メールがディレクトリ 

URI と一致しません（The user's 

email does not match the directory 
URI ）：user[<string>]: <string> 

ユーザの電子メールとディレクトリ 

URI が Unified CM で同じであること

を確認します。 

警告 

60305 ユーザのプライマリディレク

トリ URI が、プライマリ回

線用に設定されたディレクト

リ URI と一致しません（The 

user's primary directory URI 
does not match the 
directory URI configured for 
the primary line.） 

ユーザのプライマリディレクトリ URI 

が、プライマリ回線用に設定されたデ

ィレクトリ URI と一致しません（The 
user's primary directory URI does not 
match the directory URI configured 
for the primary line）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM で、関連するデバイス上

のユーザのディレクトリ URI と回線 

URI が同一であることを確認します。 

警告 

60306 ユーザが有効な CTI リモー

トデバイスで構成されていま

せん（The user is not 

configured with a valid CTI 
remote device.） 

ユーザが有効な CTI リモートデバイス

で構成されていません（The user is 
not configured with a valid CTI 
remote device）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM で CTI リモートデバイス

を設定し、ユーザのコントロールリス

トに追加します。 

警告 

60307 Webex SIP アドレスを 

Webex クラウドにルーティ

ングできません（Webex 

SIP address cannot be 
routed to the Webex 
cloud.） 

ユーザの Webex SIP アドレスを 

Webex クラウドにルーティングでき

ません（The user's Webex SIP 

address cannot be routed to the 
Webex cloud））：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM で再ルーティングコーリ

ングサーチスペースと、Webex SIP 

アドレスパターン用に設定されたパー

ティションを確認します。 

エラー 

60308 すでに使用中の Webex SIP 

アドレスです（Webex SIP 

address is already in use.） 

ユーザの Webex SIP アドレスは別の

ユーザに割り当てられています（The 

User's Webex SIP address is 
assigned to another user）：
user[<string>]: <string> 

Cisco Unified CM Administration で、

ユーザのリモート接続先がデバイスで

すでに使用されているかどうかを確認

してください。 

エラー 

60309 ユーザのリモート接続先が削

除されませんでした（The 

user's remote destination 
was not removed.） 

ユーザがコールサービス接続で非アク

ティブ化されたときに、リモート接続

先が削除されませんでした（When 

the user is deactivated for Call 
Service Connect, the remote 
destination was not removed. ）：
user[<string>]: <string> 

Cisco Unified CM Administration で、

ユーザのリモート接続先がデバイスで

すでに使用されているかどうかを確認

してください。Unified CM ユーザの 

CTI リモートデバイスからリモート接

続先を削除します。 

警告 
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ID タイトル 説明 ソリューション 重大度 

60310 Unified CM でユーザの 

Webex Teams SIP アドレス

を追加できません（Unable 

to add the user's Webex 
Teams SIP address in 
Unified CM.） 

Unified CM でユーザの Webex SIP ア

ドレスを追加できません（Unable to 

add the user's Webex SIP address in 
Unified CM）：user[<string>]: 

<string> 

Cisco Unified CM Administration で、

手動で作成済みのリモート接続先が存

在する場合はそれを削除します。これ

により、コールコネクタによって自動

的にリモート接続先が再作成されま

す。 

エラー 

60311 ユーザにプライマリディレク

トリ番号が設定されていませ

ん。（The user is not 

configured with a primary 
directory number.） 

ユーザにプライマリディレクトリ番号

が設定されていません（The user is 

not configured with a primary 
directory number）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM でユーザのプライマリデ

ィレクトリ番号を設定します。 

警告 

60315 自動 Spark リモートデバイ

スが省略された名前で作成さ

れました（Automatic Spark 

Remote Device created 
with truncated name） 

自動 Spark リモートデバイス名が、コ

ールサービス接続のアクティベーショ

ン中に短縮されました（The 

Automatic Spark Remote Device 
name was shortened during Call 
Service Connect activation.）：

user[<string>]: <string>には<string>

の名前を持つデバイスが含まれていま

す。 

この問題を避けるには、ユーザ ID を 

15 文字以下にする必要があります。 

警告 

60316 Spark リモートデバイスを削

除できません（Unable to 

delete Spark Remote 
Device） 

コールコネクタは、コールサービス接

続が非アクティブ化された後、Spark 

リモートデバイスを削除できません

（Call connector cannot delete the 

Spark remote device after Call 
Service Connect was 
deactivated）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM でエラーメッセージを確

認します。 

警告 

60317 コールコネクタは、Unified 

CM に CTI リモートデバイ

スを作成できません（Call 

connector is unable to 
create a CTI Remote Device 
in Unified CM.） 

コールコネクタは、Unified CM に CTI 

リモートデバイスを作成できません

（Call connector is unable to create 

a CTI Remote Device in Unified 
CM）：user[<string>]: <string> 

競合する可能性のあるデバイス名を確

認します。 

  

警告 

60318 コールコネクタが CTI リモ

ートデバイスを作成するに

は、ユーザはモビリティを有

効にする必要があります

（Users must have mobility 

enabled for call connector 
to create a CTI remote 
device.） 

ユーザがモビリティを有効にしなけれ

ば、コールコネクタは Webex Teams 

のリモートデバイスを作成できません

（Users must have mobility enabled 

for call connector to create a Remote 
Device for Webex Teams）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM ユーザがモビリティに対

し有効になっているかどうか確認しま

す。 

警告 

60319 Unified CM AXL への接続が

失われました（Connectivity 

to Unified CM AXL Service 
lost） 

Unified CM AXL サービスへの接続が

失われました（Connectivity to 

Unified CM AXL Service lost）：

Unified CM [<string>] 

AXL サービスが Unified CM 上で動作

しているかどうかを確認し、ネットワ

ークの問題を解決します。 

error 

60320 Unified CM CTIManager サ

ービスに接続できません

（Cannot connect to 

Unified CM CTIManager 
Service.） 

Unified CM CTIManager サービスに

接続できません（Cannot connect to 

Unified CM CTIManager Service）：

Unified CM [<string>] 

CTIManager サービスが Unified CM 

上で動作しているかどうかを確認し、

ネットワークの問題を解決します。 

エラー 
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60321 証明書検証が失敗しました

（Certificate verification 

failed） 

Webex クラウドから提供された証明

書を検証できなかったため、コールコ

ネクタが停止しました（Call 

Connector stopped as it could not 
verify the certificate provided by the 
Webex cloud.） 

Expressway 登録プロセスの一環とし

て証明書をダウンロードし、

Expressway-C を登録します。それで

もエラーが続く場合は、Expressway-

C 信頼ストア内の Webex 証明書を更

新します。 

エラー 

60322 完全修飾ドメイン名が無効で

す（Fully Qualified Domain 

Name is not valid） 

完全修飾ドメイン名が空です（Fully 

Qualified Domain Name is Empty）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM エンタープライズパラメ

ータに完全修飾ドメイン名を追加しま

す。手順については、マニュアルを参

照してください。 

警告 

60323 完全修飾ドメイン名が無効で

す（Fully Qualified Domain 

Name is not valid） 

完全修飾ドメイン名にワイルドカード

が含まれています（Fully Qualified 

Domain Name contains wild card）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM エンタープライズパラメ

ータにワイルドカードを含まない新し

い完全修飾ドメイン名を追加します。 

警告 

60324 Unified CM AXL サーバに到

達できません（Unable to 

reach the Unified CM AXL 
server.） 

Unified CM AXL サーバに到達できま

せん（Unable to reach the Unified 

CM AXL server ）：server[<string>] 

コールコネクタと Unified CM 間のネ

ットワーク接続を確認します。 

エラー 

60325 Unified CM AXL サーバで認

証できません（Unable to 

authenticate with Unified 
CM AXL server） 

Unified CM AXL サーバで認証できま

せん：[<string>] 

コールコネクタの設定時に指定した 

Unified CM ユーザクレデンシャルを

確認します。 

エラー 

60326 Unified CM AXL 通信用に設

定されたユーザが承認されて

いません（User configured 

for Unified CM AXL 
communication is not 
authorized） 

Unified CM AXL 通信用に設定された

ユーザが承認されていません（User 

configured for Unified CM AXL 
communication is not authorized）：

server [<string>] 

コールコネクタの UCM 設定で設定さ

れているユーザのアクセスロールを確

認します。 

エラー 

60327 Unified CM が設定されてい

ません（No Unified CM 

Configured） 

Unified CM がコールコネクタに設定

されていません。 

コールコネクタに Unified CM を設定

します。 

警告 

60328 ユーザが複数の Unified CM 

クラスタに対して設定されて

います。（The user is 

configured for more than 
one Unified CM cluster.） 

ユーザが複数の Unified CM クラスタ

に対して設定されています：

user[<string>]: <string> 

このコールコネクタに設定されている

すべての Unified CM でユーザのホー

ムクラスタ設定を確認します。 

警告 

60329 コールコネクタが無効な 

Webex SIP アドレスを受信

しました。（Call connector 

received an invalid Webex 
SIP Address.） 

無効な Spark SIP アドレス：

user[<string>]: <string>の場合 ユーザおよびデバイス設定を確認しま

す。マニュアルに従って再設定を行

い、必要に応じて有効な Webex SIP 

アドレスを再設定します。 

エラー 

60330 ユーザが複数の CTI リモー

トデバイスで設定されていま

す（The user is configured 

with more than one CTI 
remote device.） 

ユーザが複数の CTI リモートデバイス

で設定されています（The user is 

configured with more than one CTI 
remote device）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM でユーザのコントロール

リストから余分なデバイスを削除しま

す。 

警告 

60331 CTI リモートデバイスには設

定されたディレクトリ番号は

ありません。（The CTI 

remote device has no 
configured directory 
numbers.） 

CTI リモートデバイスにディレクトリ

番号が設定されていません（The CTI 

remote device has no configured 
directory numbers）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM で、ユーザに関連付けら

れた CTI リモートデバイスに少なくと

も 1 つの回線を追加します。 

警告 
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60332 Unified CM CTIManager 
で、リモート接続先を更新す

る要求がタイムアウトしまし

た。（In Unified CM 

CTIManager, a request 
timed out to update the 
remote destination.） 

Unified CM CTIManager で、リモー

ト接続先の更新要求がタイムアウトし

ました（In Unified CM CTIManager, 

a request timed out to update the 
remote destination）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM CTIManager サービスが

起動して実行していることを確認しま

す。 

警告 

60333 Unified CM CTIManager に

接続できません（Unable to 

connect to Unified CM 
CTIManager） 

Unified CM CTIManager に接続でき

ません。 

コールコネクタと Unified CM 間のネ

ットワーク接続を確認します。 

エラー 

60334 Unified CM CTIManager に

設定されたユーザを認証でき

ません（Unable to 

authenticate user 
configured for Unified CM 
CTIManager） 

Unified CM CTIManager に設定され

たユーザを認証できません。 

コールコネクタの Unified CM 設定で

ユーザクレデンシャルを確認します。 

エラー 

60335 Unified CM のデバイス所有

権の競合（Conflict in 

Device Ownership on 
Unified CM.） 

Unified CM がデバイスの所有者との

競合を示しています（Unified CM 

shows a conflict with the owner of 
the device）：user[<string>]: 

<string> 

Unified CM で設定を確認します。 警告 

60336 ユーザ用に作成しようとした 

CTI リモートデバイスと同じ

名前のデバイスが存在します

（A device exists with the 

same name as the CTI 
remote device tried to 
create for the user.） 

作成しようとした CTI リモートデバイ

スと同じ名前のデバイスが存在します

（A device exists with the same 

name as the CTI remote device tried 
to create）：user[<string>]: <string> 

Unified CM でデバイス名と設定を確

認します。 

警告 

60337 CTI リモートデバイスがユー

ザ用に正常に作成されました

が、コールイベントを受信す

るデバイスサブスクリプショ

ンが失敗しました。（CTI 

remote device successfully 
created for the user, but 
the device subscription to 
receive call events failed.） 

CTI リモートデバイスがユーザ用に正

常に作成されましたが、コールイベン

トを受信するデバイスサブスクリプシ

ョンが失敗しました（CTI remote 

device successfully created for the 
user, but the device subscription to 
receive call events failed）：

user[<string>]: <string>の場合 

Unified CM で設定を確認し、再試行

します。 

警告 

60338 Unified CM の無効なリモー

ト接続先（Invalid remote 

destination on Unified 
CM.） 

Unified CM の無効なリモート接続先

（Invalid remote destination on 

Unified CM）：user[<string>]: 

<string>の場合 

マニュアルのユーザおよびリモートデ

バイスの設定手順に従って、有効な 

Webex SIP アドレスを作成します。 

警告 

60339 このユーザのリモート接続先

の制限を超えています（The 

user exceeds the remote 
destination limit.） 

Webex SIP アドレスを作成できませ

ん。Cisco Unified CM でのこのユー

ザのリモート接続先の制限を超えてい

ます（Unable to create a Webex SIP 

address. The user exceeds the 
remote destination limit in Cisco 
Unified CM.） 

未使用のリモート接続先を削除する

か、制限を増やします。 

エラー 

60340 ユーザにホームクラスタが設

定されていません。（The 

user is not configured with 
a home cluster.） 

このユーザのホームクラスタは設定さ

れていません（The user is not 

configured with a home cluster）：

user[<string>]: <string> 

Unified CM でこのユーザのホームク

ラスタを設定します。 

警告 
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60341 コールコネクタの構成が無効

です（Call connector invalid 

configuration） 

無効な構成の理由（Invalid 

Configuration reason）=[<string>] 

設定エラーを修正してから、コールコ

ネクタを再起動します。 

エラー 

60342 コールコネクタのバージョン

が Webex クラウドと一致し

ません（Call connector 

version mismatch with the 
Webex cloud） 

[<string>] 状態の無効なメッセージを

受信しました。Webex クラウドとバ

ージョンが一致していない可能性があ

ります（Invalid message received in 

state [<string>], potential version 
mismatch with the Webex cloud） 

admin.webex.com にアクセスし、[サ

ービス（Services）] > [ハイブリッド

コール（Hybrid Call）] > [すべて表示

（View all）] に移動してリソースを開

き、最新のコールコネクタソフトウェ

アにアップグレードします。 

エラー 

60343 Webex SIP アドレスが 48 

文字の制限を超えています

（Webex SIP Address 

exceeds the 48 character 
limit.） 

ユーザの Webex SIP アドレスを追加

できません（Unable to add Webex 

SIP address for a user.）Unified CM 

は、48 文字を超えるリモート接続先

をサポートしていません（Unable to 

add Webex SIP for a user. Unified 
CM does not support remote 
destinations that are longer than 48 
characters.） 

Webex SIP アドレスが 48 文字の制限

を超えないようにデバイス名を変更し

ます。 

エラー 

60344 ユーザのディレクトリ URI 

が組織の検証済みドメインリ

ストにありません（User's 

directory URI is not in the 
organization's verified 
domain list） 

ユーザのディレクトリ URI が組織の検

証済みドメインリストにありません

（User's directory URI is not in the 

organization's verified domain 
list）：user[<string>]: <string>にドメ

インリスト = <string>があります。 

ユーザのディレクトリ URI と、このユ

ーザの検証済みドメインのリストを確

認します。 

警告 

60345 Unified CM クラスタのデー

タキャッシュの構築に失敗し

ました（Failed to Build 

Unified CM Cluster Data-
Cache） 

Unified CM クラスタのデータキャッ

シュの構築に失敗しました（Failed to 

Build Unified CM Cluster Data-
Cache）：server[<string>] 

AXL サービスが Unified CM クラスタ

ノード上で動作しているかどうかを確

認し、ネットワークの問題を解決しま

す。 

エラー 

60346 Cisco Collaboration Cloud 
サービスとの認証の失敗

（Authentication Failure 

with Cisco Collaboration 
Cloud Services.） 

Expressway で利用できる認証クレデ

ンシャルが無効です。 

Expressway に移動し、[アプリケーシ

ョン（Applications）] > [ハイブリッ

ドサービス（Hybrid Services）] > [コ

ネクタ管理（Connector 

Management）] の下でクラウドに再

登録します。 

エラー 

60347 Cisco Collaboration Cloud 
サービスとの承認の失敗

（Authorization Failure with 

Cisco Collaboration Cloud 
Services.） 

この Expressway が Cisco 

Collaboration Cloud サービスにアク

セスするためのロールまたはアクセス

範囲が無効です。 

Expressway に移動し、[アプリケーシ

ョン（Applications）] > [ハイブリッ

ドサービス（Hybrid Services）] > [コ

ネクタ管理（Connector 

Management）] の下でクラウドに再

登録します。 

エラー 

60348 Cisco Collaboration Cloud 
からの接続がダウンしていま

す（Connection from the 

Cisco Collaboration Cloud 
is down.） 

Cisco Collaboration Cloud からの接

続がダウンしています。 

ネットワーク DNS またはプロキシ設

定を確認してから、再度試してくださ

い。 

エラー 

60349 Cisco Collaboration Cloud 
への接続がダウンしています

（Connection to the Cisco 

Collaboration Cloud is 
down.） 

Cisco Collaboration Cloud への接続

がダウンしています。 

ネットワーク DNS またはプロキシ設

定を確認してから、再度試してくださ

い。 

エラー 
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60350 組織のハイブリッドボイスメ

ールを有効にできません

（Cannot enable hybrid 

voicemail for your 

organization.） 

組織のハイブリッドボイスメールを有

効にできません。 

このエラーが解消されない場合は、試

用チームに連絡するか、または Cisco 

Spark アプリを通じてフィードバック

を送信してサポートにお問い合わせく

ださい。 

警告 

60351 コールコネクタが無効なハイ

ブリッドボイスメール設定を

検出しました（Call 

connector detected an 

invalid hybrid voicemail 

configuration.） 

コールコネクタが無効なハイブリッド

ボイスメール設定を検出しました。 

ハイブリッドボイスメールの展開手順

を確認します。このエラーが解消され

ない場合は、試用チームに連絡する

か、または Cisco Spark アプリを通じ

てフィードバックを送信してサポート

にお問い合わせください。 

エラー 

60352 UCM にこのディレクトリ 

URI を持つディレクトリ番号

が存在しません（No 

Directory Number exists in 

UCM with this directory 

URI） 

UCM にこのディレクトリ URI を持つ

ディレクトリ番号が存在しません。 

このディレクトリ URI を使用して 

UCM にディレクトリ番号を設定しま

す。 

エラー 

60353 Unified CM で AXL 変更通知

が開始されません（AXL 

Change Notification is not 

started at Unified CM.） 

Unified CM で AXL 変更通知が開始さ

れません（AXL Change Notification 

is not started at Unified CM）：

server[<string>] 

Unified CM のエンタープライズパラ

メータで AXL 変更通知を有効にしま

す。 

エラー 
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コマンド リファレンス — xConfiguration 

設定の個々の項目を設定および変更するには、xConfiguration グループのコマンドを使用します。各コマンドは、メイン

の要素と、その後に続く 1 つ以上のサブ要素から構成されます。 

既存の設定に関する情報を取得するには、次のように入力します。 

 xConfiguration：現在のすべての設定を返す場合。 

 xConfiguration <element>：指定した要素とそのすべてのサブ要素を返す場合。 

 xConfiguration <element><subelement>：サブ要素の設定を返す場合 

各 xConfiguration コマンドの使用に関する情報を取得するには、次のように入力します。 

 xConfiguration ?：xConfiguration コマンドで使用可能なすべての要素のリストを返す場合。 

 xConfiguration ??：xConfiguration コマンドで使用可能なすべての要素のリストと、各要素の値空間、説明、お

よびデフォルト値を返す場合。 

 xConfiguration <element> ? 使用可能なすべてのサブ要素とそれらの値空間、説明、およびデフォルト値を返す

場合。 

 xConfiguration <element><sub-element> ?：使用可能なすべてのサブ要素とそれらの値空間、説明、およびデフ

ォルト値を返す場合 

設定項目を設定するには、コマンドを次のように入力します。次の表記法を使用して、各コマンドに有効な値を山カッコ内

に示し、その後に各コマンドを示します。 

表 37    CLI リファレンスで使用するデータ表記法 

書式 意味 

<0..63> 
整数値が必要であることを示します。数値は最小値と最大値を示しています。この例では、0 ～ 63 

の範囲内の値にする必要があります。 

<S: 7,15> 
S は引用符で囲まれた文字列値が必要であることを示します。数値は文字列の最小文字数と最大文

字数を示します。この例では、文字列の長さを 7 ～ 15 文字にする必要があります。 

<Off/Direct/Indirect> コマンドの有効な一連の値を示します。値は引用符で囲まないでください。 

[1..50] 
角カッコはこの特定の項目を複数設定できることを示します。各項目には示された範囲内のインデ

ックスが割り当てられます。 

たとえば、IP Route [1..50] Address <S: 0,39>は最大 50 の IP ルートを指定でき、各ルートに

は最大 39 文字の長さのアドレスが必要であることを意味します。 

 

xConfiguration コマンド 

次の表に、使用可能なすべての xConfiguration コマンドを示します。 
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表 38    xConfiguration CLI リファレンス 

Administration DeviceProvisioning: <On/Off> 

Expressway Web ユーザインターフェイスで[システム（System）] > [TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension 

services）]ページにアクセスさせるかどうかを指定します。アクセス可能な場合、このページから、Cisco TelePresence Management Suite 

Provisioning Extension（Cisco TMSPE）とユーザ、デバイス、FindMe、電話帳のプロビジョニングサービスに接続できます。デフォルト：Off 

On：[システム（System）] > [TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）]ページにアクセス可能になり、 

この Expressway のプロビジョニングサービスを設定できます。 

Off：[システム（System）] > [TMS プロビジョニング拡張サービス（TMS Provisioning Extension services）]ページにはアクセスできません。 

例：xConfiguration Administration DeviceProvisioning: On 

Administration HTTP Mode: <On/Off> 

HTTP コールを HTTPS ポートにリダイレクトするかどうかを決定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。デ

フォルトは On です。 

On：コールは HTTPS にリダイレクトされます。 

Off：HTTP アクセスは使用できません。 

例：xConfiguration Administration HTTP Mode: On 

Administration HTTPS Mode: <On/Off> 

Web インターフェイス経由で Expressway にアクセスできるかどうかを決定します。Web インターフェイスと TMS アクセスの両方を有効

にするには、これを On にする必要があります。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Administration HTTPS Mode: On 

Administration LCDPanel Mode: <On/Off> 

Expressway の前面の LCD パネルでシステムを識別するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：システム名とアクティブな IP アドレスのうち最初のアドレスが表示されます。 

Off：LCD パネルにはシステムに関する識別情報は表示されません。 

例：xConfiguration Administration LCDPanel Mode: On 

Administration SSH Mode: <On/Off> 

SSH と SCP を使用して Expressway にアクセスできるかどうかを決定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Administration SSH Mode: On 

Alternates Cluster Name: <S: 0,128> 

この Expressway クラスタ宛の SRV レコードに使用する完全修飾ドメイン名。たとえば、「cluster1.example.com」など。名前には、 

文字、数字、ハイフン、および下線のみ使用できます。 

警告：この Expressway でユーザアカウントを設定した後にクラスタ名を変更した場合は、その新しいクラスタ名を使用してユーザアカウン

トを再設定する必要がある場合があります。 

例：xConfiguration Alternates Cluster Name: "Regional" 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

437 

Alternates ConfigurationMaster: <1..6> 

他のすべてのピアに設定を複製するプライマリがこのクラスタ内のどのピアかを指定します。クラスタは、ローカル Expressway を含む最大 

6 つのピアで構成されます。 

例：xConfiguration Alternates ConfigurationMaster: 1 

Alternates Peer [1..6] Address: <S: 0, 128> 

この Expressway が所属するクラスタ内の 1 つのピアのアドレスを指定します。クラスタは、ローカル Expressway を含む最大 6 つのピアで

構成されます。シスコはされた FQDN を使用することをお勧めします。これは、IP アドレスにすることができます。 

例: xConfiguration Alternates 1 Peer Address: "cluster1peer3.example.com" 

ApacheModReqTimeOut  

1 つの短縮コマンドを使用して、要求のタイムアウトに使用可能なすべてのプロパティを設定できます。 

例：xConfiguration ApacheModReqTimeout Apachehead:20 Apachebody:20 Status:On 

ApacheModReqTimeOut Apachebody: <0..120> 

Apache Web サーバが要求の本文を待機する秒数を変更します。タイムアウトの期限が切れる前に要求の本文全体を受信しなかった場合、

Apache はタイムアウトエラーを返します。デフォルト：20 

例：xConfiguration ApacheModReqTimeout Apachebody:20 

ApacheModReqTimeOut Apacheheader: <0..120> 

Apache Web サーバが要求のヘッダーを待機する秒数を変更します。タイムアウトの期限が切れる前に要求のヘッダー全体を受信しなかった

場合、Apache はタイムアウトエラーを返します。デフォルト：20 

例：xConfiguration ApacheModReqTimeout Apacheheader:20 

ApacheModReqTimeOut Status: <On/Off> 

カスタムの Apache 要求のタイムアウトを切り替えます。切り替えを省略した場合は、タイムアウトのステータスが表示されます。 

On：デフォルトの Apache 要求タイムアウトよりも Apachebody と Apacheheader の設定（またはデフォルト）が優先されます。 

Off：Apachebody と Apacheheader は影響を与えません。Apache 要求のタイムアウトはデフォルトで 300 秒に設定されています。 

例：xConfiguration ApacheModReqTimeout Status:On 

Applications ConferenceFactory Alias: <S:0,60> 

Multiway 機能がアクティブになったときにエンドポイントがダイヤルするエイリアス。これは、Multiway 機能の開始に使用できるすべての

エンドポイントに事前に設定する必要があります。 

例：xConfiguration Applications ConferenceFactory Alias: "multiway@example.com" 

Applications ConferenceFactory Mode: <On/Off> 

Mode オプションを使用して Conference Factory アプリケーションを有効または無効にできます。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Applications ConferenceFactory Mode: Off 
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Applications ConferenceFactory Range End: <1..65535> 

会議エイリアスの生成に使用するテンプレート内の %% を置き換える範囲の最後の数値。デフォルト：65535。 

例：xConfiguration Applications ConferenceFactory Range End: 30000 

Applications ConferenceFactory Range Start: <1..65535> 

会議エイリアスの生成に使用するテンプレート内の %% を置き換える範囲の最初の数値。デフォルト：65535。 

例：xConfiguration Applications ConferenceFactory Range Start: 10000 

Applications ConferenceFactory Template: <S:0,60> 

Multiway 会議を MCU に作成するためにダイヤルするよう Expressway がエンドポイントに通知するエイリアス。このエイリアスは、完全修

飾 SIP エイリアスとして MCU にルーティングする必要があります。 

例：Applications ConferenceFactory Template: "563%%@example.com" 

Applications External Status [1..10] Filename: <S:0,255> 

外部アプリケーション用にアタッチするステータスが含まれている XML ファイル。 

例：xConfiguration Applications External Status 1 Filename: "foo.xml" 

Applications External Status [1..10] Name: <S:0,64> 

ステータスが参照される外部アプリケーションの記述名。 

例：xConfiguration Applications External Status 1 Name: "foo" 

Authentication ADS ADDomain: <S: 0,255> 

Expressway が AD ドメインに参加するときに使用する Kerberos レルム。注：このフィールドは大文字と小文字を区別します。 

例：xConfiguration Authentication ADS ADDomain: “CORPORATION.INT” 

Authentication ADS Clockskew: <1..65535> 

Kerberos メッセージが無効だと見なされる前に、Expressway と KDC 間で許可される最大クロックスキュー（秒単位）。デフォルトは 300 で

す。 

例：xConfiguration Authentication ADS Clockskew: 300 

Authentication ADS CipherSuite: <S:1,2048> 

Expressway が AD ドメインに参加するために TLS 暗号化 LDAP 接続を実行するときに使用する暗号スイートを指定します。このコマンドは

「OpenSSL 暗号」形式の文字列を受け入れます（https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を

参照してください）。 

例：xConfiguration Authentication ADS CipherSuite: "HIGH:MEDIUM:!ADH:!aNULL:!eNULL:-AES128-

SHA256:@STRENGTH" 

Authentication ADS DC [1..5] Address: <S: 0,39> 

Expressway が AD ドメインに参加するときに使用できるドメインコントローラのアドレス。特定の AD を指定しなかった場合は、AD の検出

に DNS SRV クエリが使用されます。 

例：xConfiguration Authentication ADS DC 1 Address: "192.168.0.0" 

https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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Authentication ADS Encryption: <Off/TLS> 

ADS サーバへの LDAP 接続に使用する暗号化を設定します。デフォルトは TLS です。 

Off：暗号化は使用されません。 

TLS：TLS 暗号化を使用します。 

例：xConfiguration Authentication ADS Encryption: TLS 

Authentication ADS KDC [1..5] Address: <S: 0,39> 

AD ドメインへ接続するときに使用する Kerberos 配布センター（KDC）のアドレス。特定の KDC を指定しなかった場合は、KDC の検出に 

DNS SRV クエリが使用されます。 

例：xConfiguration Authentication ADS KDC 1 Address: "192.168.0.0" 

Authentication ADS KDC [1..5] Port: <1..65534> 

Expressway が AD ドメインに参加するときに使用できる KDC のポートを指定します。デフォルト：88。 

例：xConfiguration Authentication ADS KDC 1 Port: 88 

Authentication ADS MachineName: <S: 0..15> 

Expressway が AD ドメインに参加するときに使用するデフォルトの NETBIOS マシン名を上書きします。 

例：xConfiguration Authentication ADS MachineName: "short_name" 

Authentication ADS MachinePassword Refresh: <On/Off> 

AD ドメインに参加するときに、この Samba クライアントがマシンのパスワードを 7 日おきに更新する必要があるかどうかを決定します。

デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication ADS MachinePassword Refresh: On 

Authentication ADS Mode: <On/Off> 

Expressway が AD との関係の形成を試行するかどうかを示します。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Authentication ADS Mode: On 

Authentication ADS SPNEGO: <Enabled/Disabled> 

クライアント（Expressway）がサーバ（AD ドメインコントローラ）で認証するときに SPNEGO（Simple and Protected GSSAPI 

Negotiation Mechanism）を使用するかどうかを示します。デフォルト：Enabled。. 

例：xConfiguration Authentication ADS SPNEGO: Enabled 

Authentication ADS SecureChannel: <Auto/Enabled/Disabled> 

Expressway から AD ドメインコントローラに送信されたデータをセキュアチャネル経由で送信するかどうかを示します。デフォルト：Auto。 

例：xConfiguration Authentication ADS SecureChannel: Auto 

Authentication ADS Workgroup: <S: 0,15> 

Expressway が AD ドメインに参加するときに使用するワークグループ。 

例：xConfiguration Authentication ADS Workgroup: "corporation" 
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Authentication Account Admin Account [1..n] AccessAPI: <On/Off> 

このアカウントがアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を使用してシステムのステータスと設定にアクセスできるかどう

かを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Account 1 AccessAPI: On 

Authentication Account Admin Account [1..n] AccessWeb: <On/Off> 

このアカウントが Web インターフェイスを使用してシステムにログインできるかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Account 1 AccessWeb: On 

Authentication Account Admin Account [1..n] Enabled: <On/Off> 

アカウントが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効なアカウントへのアクセスは拒否されます。デフォルトは On で

す。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Account 1 Enabled: On 

Authentication Account Admin Account [1..n] Name: <S: 0, 128> 

管理者アカウントのユーザ名。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Account 1 Name: "bob_smith" 

Authentication Account Admin Account [1..n] Password: <Password> 

この管理者が Expressway へのログインに使用するパスワード。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Account 1 Password: "abcXYZ_123" 

Authentication Account Admin Group [1..n] AccessAPI: <On/Off> 

このグループのメンバーがアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を使用してシステムのステータスおよび設定にアクセス

できるかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Group 1 AccessAPI: On 

Authentication Account Admin Group [1..n] AccessWeb: <On/Off> 

このグループのメンバーが Web インターフェイスを使用してシステムにログインできるかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Group 1 AccessWeb: On 

Authentication Account Admin Group [1..n] Enabled: <On/Off> 

グループが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効になっているグループのメンバーへのアクセスは拒否されます。デフ

ォルトは On です。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Group 1 Enabled: On 

Authentication Account Admin Group [1..n] Name: <S: 0, 128> 

管理者グループの名前。 

例：xConfiguration Authentication Account Admin Group 1 Name: "administrators" 
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Authentication Certificate Crlcheck: <None/Peer/All> 

HTTPS クライアント証明書を証明書失効リスト（CRL）と照合して確認するかどうかを指定します。CRL データは CRL の管理ページを使用して 

Expressway にアップロードされます。デフォルトは All です。 

[なし（None）]：CRL チェックは実行されません。 

[ピア（Peer）]：クライアントの証明書を発行した CA に関連付けられた CRL のみを確認します。 

[すべて（All）]：クライアントの証明書を発行した CA の信頼できる証明書チェーン内のすべての CRL を確認します。 

例：xConfiguration Authentication Certificate Crlcheck: All 

Authentication Certificate Crlinaccessible: <Ignore/Fail> 

たとえば、失効の送信元に通信できない、または適切な失効リストが提示されないなど、失効ステータスを確立できない場合の失効リストの

確認の動作を制御します。デフォルトは Ignore です。 

Ignore：失効していないものとして証明書を処理します。 

Fail：失効しているものとして証明書を処理します（したがって、TLS 接続は許可しません）。 

例：xConfiguration Authentication Certificate Crlinaccessible: Ignore 

Authentication Certificate Mode: <NotRequired/Validation/Authentication> 

クライアントシステム（通常は Web ブラウザ）が HTTPS を使用して Expressway と通信するために必要なセキュリティレベルを制御します。

デフォルトは NotRequired です。 

NotRequired：クライアントシステムはどのような形式の証明書も提示する必要はありません。 

Validation：クライアントシステムは、信頼できる認証局（CA）が署名した有効な証明書を提示する必要があります。Not required から 

Certificate validation に変更した場合は、再起動が必要です。 

Authentication：クライアントシステムは、信頼できる CA が署名した有効な証明書を提示する必要があり、その証明書にはクライアントの認

証クレデンシャルを含める必要があります。このモードを有効にすると、標準的なログインメカニズムが使用できなくなります。 

例：xConfiguration Authentication Certificate Mode: NotRequired 

Authentication Certificate UsernameRegex: <String> 

Expressway に提示するクライアント証明書に適用する正規表現。(? regex) を使用してキャプチャグループの名前を指定することで、照合す

るサブパターンを関連付けられたテンプレートで置き換えることができます。デフォルトは /Subject:.*CN= (? ([^,\]|(\,))*)/m 

例：xConfiguration Authentication Certificate UsernameRegex: "/Subject:.*CN= (? ([^,\]|(\,))*)/m" 

Authentication Certificate UsernameTemplate: <String> 

正規表現に使用する固定テキストとキャプチャしたグループ名の組み合わせを含んだテンプレート。各キャプチャグループ名は # を使用し

て、たとえば prefix#Group1#suffix のように区切ります。各キャプチャグループ名は正規表現の処理から取得されたテキストに置き換えられ

ます。置換された文字列は、ユーザの認証クレデンシャル（ユーザ名）として使用されます。デフォルトは #captureCommonName# です。 

例：xConfiguration Authentication Certificate UsernameTemplate: "#captureCommonName#" 

Authentication H350 BindPassword: <S: 0, 60> 

LDAP サーバにバインドするときに使用するパスワードを設定します。 

例：xConfiguration Authentication H350 BindPassword: "abcXYZ_123" 
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Authentication H350 BindSaslMode: <None/DIGEST-MD5> 

LDAP サーバにバインドするときに使用する SASL（Simple Authentication and Security Layer）のメカニズム。デフォルトは DIGEST-MD5 で

す。 

None：メカニズムを使用しません。 

DIGEST-MD5：DIGEST-MD5 メカニズムを使用します。 

例：xConfiguration Authentication H350 BindSaslMode: DIGEST-MD5 

Authentication H350 BindUserDn: <S: 0, 500> 

LDA P サーバにバインドするときに使用するユーザの識別名を設定します。 

例：xConfiguration Authentication H350 BindUserDn: "manager" 

Authentication H350 BindUserName: <S: 0, 500> 

LDAP サーバにバインドするときに使用するユーザ名を設定します。SASL を使用する場合にのみ適用されます。 

例：xConfiguration Authentication H350 BindUserName: "manager" 

Authentication H350 DirectoryBaseDn: <S: 0, 500> 

LDAP サーバに接続するときに使用するユーザの識別名を設定します。 

例：xConfiguration Authentication H350 DirectoryBaseDn: "dc=example,dc=company,dc=com" 

Authentication H350 LdapEncryption: <Off/TLS> 

LDAP サーバへの接続に使用する暗号化を設定します。デフォルト：TLS。 

Off：暗号化は使用されません。 

TLS：TLS 暗号化を使用します。 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapEncryption: TLS 

Authentication H350 LdapServerAddress: <S: 0, 256> 

デバイス認証のための LDAP クエリを実行するときに使用する LDAP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapServerAddress: "ldap_server.example.com" 

Authentication H350 LdapServerAddressResolution: <AddressRecord/ServiceRecord> 

LDAP サーバアドレスが FQDN として指定されている場合の解決方法を定義します。デフォルトは AddressRecord です。 

Address record：DNS A レコードまたは AAAA レコードルックアップ。 

SRV record：DNS SRV レコードルックアップ。 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapServerAddressResolution: AddressRecord 

Authentication H350 LdapServerPort: <1..65535> 

デバイス認証のための LDAP クエリを実行するときに使用する LDAP サーバの IP ポートを設定します。非セキュア接続の場合は 389 を使用

します。デフォルト：389 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapServerPort: 389 
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Authentication H350 Mode: <On/Off> 

デバイス認証への H.350 ディレクトリの使用を有効または無効にします。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Authentication H350 Mode: Off 

Authentication LDAP AliasOrigin: <LDAP/Endpoint/Combined> 

エイリアスの確認および登録方法を決定します。デフォルトは LDAP です。 

LDAP：エンドポイントによって提示されたエイリアスを LDAP データベースのリストにあるエイリアスと照合して確認します。 

Endpoint：エンドポイントによって提示されたエイリアスを使用します。LDAP データベースにあるエイリアスはすべて無視されます。 

Combined：エンドポイントが提示したエイリアスのほかに LDAP データベースのリストにあるエイリアスも使用します。 

例：xConfiguration Authentication LDAP AliasOrigin: LDAP 

Authentication Password: <S: 0, 215> 

別のシステムでの認証時に Expressway が使用するパスワード。プレーンテキストの最大長は 128 文字で、暗号化されます。注：トラバーサ

ルクライアントゾーンには適用されません。 

例：xConfiguration Authentication Password: "password123" 

Authentication Remote Digest Cache ExpireCheckInterval: <0..65535> 

ダイジェスト認証のキャッシュ有効期限の秒単位の確認間隔。デフォルトは 600 です。 

例：xConfiguration Authentication Remote Digest Cache ExpireCheckInterval: 600 

Authentication Remote Digest Cache Lifetime: <0..43200> 

秒単位のダイジェスト認証暫定ハッシュのライフタイム。デフォルトは 600 です。 

例：xConfiguration Authentication Remote Digest Cache Lifetime: 600 

Authentication Remote Digest Cache Limit: <0..65535> 

ダイジェスト認証のキャッシュ有効期限の秒単位の確認間隔。デフォルトは 10000 です。 

例：xConfiguration Authentication Remote Digest Cache Limit: 10000 

Authentication Remote Digest Cache Mode: <On/Off> 

ダイジェスト認証キャッシュを有効にするかどうかを制御します。デフォルト：On 

例：xConfiguration Authentication Remote Digest Cache Mode: On 

Authentication StrictPassword Enabled: <On/Off> 

ローカル管理者アカウントのパスワードは、それらが受け入れられる前に最小レベルの複雑性を満たしているかどうかを決定します。さら

に、パスワードは「abc」や「123」などの連続する文字を多く含んでいたり、違う文字がほとんど含まれていないディクショナリの単語に基

づいたものや、あるいは回文にはしないでください。デフォルト：Off 

On：ローカル管理者パスワードは複雑度の要件を満たす必要があります。 

Off：パスワードの複雑度は確認されません。 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword Enabled: Off 
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Authentication StrictPassword MaximumConsecutiveRepeated: <0..255> 

同じ文字を連続して繰り返すことができる最大回数。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフォルト：0 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MaximumConsecutiveRepeated: 0 

Authentication StrictPassword MinimumClasses: <0..4> 

使用する必要がある文字クラスの最小数。文字クラスには、数字、大文字、小文字、特殊文字の 4 種類があります。これらすべての使用を求めず

に 2 ～ 3 の異なる文字クラスを必須とする場合に、この設定を使用します。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフォルト：0。 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumClasses: 0 

Authentication StrictPassword MinimumDigits: <0..255> 

使用する必要がある数字の最小数。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフォルト：2。 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumDigits: 2 

Authentication StrictPassword MinimumLength: <6..255> 

パスワードの最小の長さ。デフォルトは 15 です。 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumLength: 15 

Authentication StrictPassword MinimumLowerCase: <0..255> 

使用する必要がある小文字の最小数。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフォルト：2。 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumLowerCase: 2 

Authentication StrictPassword MinimumOther: <0..255> 

使用する必要がある特殊文字の最小数。特殊文字は英字や数字ではない文字のことです。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフ 

ォルト：2 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumOther: 2 

Authentication StrictPassword MinimumUpperCase: <0..255> 

使用する必要がある大文字の最小数。値を 0 にするとこの確認が無効になります。デフォルト：2 

例：xConfiguration Authentication StrictPassword MinimumUpperCase: 2 

Authentication UserName: <S: 0, 128> 

別のシステムでの認証時に Expressway で使用するユーザ名。注：トラバーサルクライアントゾーンには適用されません。 

例：xConfiguration Authentication UserName: "user123" 

Bandwidth Default: <64..65535> 

エンドポイントで帯域幅が指定されていない Expressway が管理するコールに使用する帯域幅（kbps 単位）。デフォルト：384。 

例：xConfiguration Bandwidth Default: 384 
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Bandwidth Downspeed PerCall Mode: <On/Off> 

要求を満たすために使用できるコール単位の帯域幅が不足している場合に Expressway がコールのダウンスピードを試行するかどうかを決定

します。デフォルトは On です。 

On：Expressway はより低い帯域幅でのコールの発信を試行します。 

Off：コールは拒否されます。 

例：xConfiguration Bandwidth Downspeed PerCall Mode: On 

Bandwidth Downspeed Total Mode: <On/Off> 

要求を満たすために使用できる総帯域幅が不足している場合に Expressway がコールのダウンスピードを試行するかどうかを決定します。デ

フォルトは On です。 

On：Expressway はより低い帯域幅でのコールの発信を試行します。 

Off：コールは拒否されます。 

例：xConfiguration Bandwidth Downspeed Total Mode: On 

Bandwidth Link [1..3000] Name: <S: 1, 50> 

このリンクに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Bandwidth Link 1 Name: "HQ to BranchOffice" 

Bandwidth Link [1..3000] Node1 Name: <S: 0, 50> 

このリンクを適用する最初のゾーンまたはサブゾーンを指定します。 

例：xConfiguration Bandwidth Link 1 Node1 Name: "HQ" 

Bandwidth Link [1..3000] Node2 Name: <S: 0, 50> 

このリンクを適用する 2 番目のゾーンまたはサブゾーンを指定します。 

例：xConfiguration Bandwidth Link 1 Node2 Name: "BranchOffice" 

Bandwidth Link [1..3000] Pipe1 Name: <S: 0, 50> 

このリンクと関連付ける最初のパイプを指定します。 

例：xConfiguration Bandwidth Link 1 Pipe1 Name: "512Kb ASDL" 

Bandwidth Link [1..3000] Pipe2 Name: <S: 0, 50> 

このリンクと関連付ける 2 番目のパイプを指定します。 

例：xConfiguration Bandwidth Link 1 Pipe2 Name: "2Gb Broadband" 

Bandwidth Pipe [1..1000] Bandwidth PerCall Limit: <1..100000000> 

このパイプのコール単位の帯域幅の制限がある場合、どのコールにも使用可能な帯域幅の最大量（kbps 単位）を設定します。デフォルト：

1920。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Bandwidth PerCall Limit: 256 
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Bandwidth Pipe [1..1000] Bandwidth PerCall Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

このパイプで個々のコールの帯域幅を制限するかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。コールは、このパイプで発信できません。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Bandwidth PerCall Mode: Limited 

Bandwidth Pipe [1..1000] Bandwidth Total Limit: <1..100000000> 

このパイプの帯域幅が制限されている場合にパイプで常に使用可能な最大帯域幅（kbps 単位）を設定します。デフォルトは 500000 です。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Bandwidth Total Limit: 1024 

Bandwidth Pipe [1..1000] Bandwidth Total Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

このパイプで総帯域幅制限を適用するかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。コールは、このパイプで発信できません。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Bandwidth Total Mode: Limited 

Bandwidth Pipe [1..1000] Name: <S: 1, 50> 

このパイプに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Name: "512Kb ASDL" 

Call Loop Detection Mode: <On/Off> 

Expressway がコールループを確認するかどうかを指定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Call Loop Detection Mode: On 

Call Routed Mode: <Always/Optimal> 

Expressway がコールにシグナリングをルーティングするかどうかを指定します。デフォルトは Always です。 

Always：Expressway は常にコールシグナリングをルーティングします。 

Optimal：可能な場合、Expressway はコールシグナリングパスからその Expressway 自体を削除します。つまり、コールはコールライセンス

を消費しない場合があります。 

例：xConfiguration Call Routed Mode: Always 

Call Services CallsToUnknownIPAddresses: <Off/Direct/Indirect> 

Expressway またはそのネイバーの 1 つの登録されていないシステムに Expressway がコールを試行する方法。デフォルトは Indirect です。 

Direct：Expressway がネイバーを照会することなく、エンドポイントが不明な IP アドレスにコールできます。端部がローカルシステムに直

接登録されていたかのように、コールセットアップが実行されます。 

Indirect：不明な IP アドレスへのコールを受信すると、Expressway はネイバーにそのリモートアドレスを照会し、許可されれば、ネイバー

を通じてコールをルーティングします。 

Off：Expressway に直接登録されたエンドポイントが Expressway に直接登録されたシステムの IP アドレスのみをコールする可能性があり

ます。 

例：xConfiguration Call Services CallsToUnknownIPAddresses: Indirect 
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Call Services Fallback Alias: <S: 0, 60> 

Expressway の IP アドレスまたはドメイン名が指定されていても、コールエイリアスが指定されていないコールの場合に、着信メッセージを

発信するエイリアスを指定します。 

例：xConfiguration Call Services Fallback Alias: "reception@example.com" 

CollaborationEdge AllowEmbeddedSafari: <Yes/No> 

これは、iOS 9 以降を使用している iPad または iPhone が OAuth トークンを使用して認可する場合に、それらの iPad または iPhone 上の 

Cisco Jabber 11.8 以降にのみ適用されます。 

Yes を選択すると、iOS デバイス上の Jabber がネイティブ Safari ブラウザに認証ページを表示できるようになります。 

No を選択すると、iOS デバイス上の Jabber は、Safari ブラウザではなく WebView ブラウザに認証ページを表示します。 

注：このオプションを切り替える場合は、Cisco Unified Communications Manager の [iOS の SSO ログイン動作（SSO Login Behavior for 

iOS）]についても対応する選択を行ってください。 

例：xConfiguration CollaborationEdge AllowEmbeddedSafari: No 

CollaborationEdge AllowList DefaultMethods: <String> 

HTTP 許可リストに 1 つ以上のデフォルト HTTP メソッドを設定します。 

設定パラメータ： 

メソッド：<OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE>：コンマ区切りの 1 つ以上の http メソッドのセット 

例：xConfiguration CollaborationEdge AllowList DefaultMethods: PUT,GET,POST 

CollaborationEdge AllowOnboardingOverMra: <On/Off> 

MRA デバイスのアクティベーションコードによるオンボーディングを有効または無効にします。有効/無効にすると、その設定に応じて自動

的に mTLS が MRA ポート上で有効または無効にされます。mTLS に必要な CA 証明書は自動生成されます。 

例: xConfigurationCollaborationEdgeAllowOnboardingOverMra: On 

CollaborationEdge Enabled: <On/Off> 

この Expressway の Mobile & Remote Access を有効または無効にします。 

例：xConfiguration CollaborationEdge Enabled: On 

CollaborationEdge InternalCheck: <No/Yes> 

このスイッチは、使用可能な認証モードに関して Expressway-C がユーザのホームノードを確認するかどうかを決定します。No を選択する

と、Expressway は、実際にホームノードを確認することなく、Expressway-C で有効になっている認証モードが使用可能であることをクラ

イアントに通知します。その結果、通常、内部ネットワークのトラフィックが減少します。ただし、このオプションは、すべてのノードで同

じ認証モードが使用可能であることが分かっている場合にのみ選択してください。 

Expressway-E がクライアントに応答する前に Expressway-C がユーザのホームノードについて確認できるようにするには、Yes を選択します。 

例：xConfiguration CollaborationEdge InternalCheck: No 

CollaborationEdge JabbercEnabled: <On/Off> 

この Expressway の Jabber Guest サービスを有効または無効にします。 

例：xConfiguration JabbercEnabled: Off 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

448 

CollaborationEdge JabbercProxyProtocol: <http/https> 

Expressway を通じて Jabber Guest サービスをプロキシ送信するために使用するプロトコルを選択します。 

例：xConfiguration JabbercProxyProtocol: https 

CollaborationEdge LegacyCred: <On/Off> 

MRA クライアントが Expressway に提供するユーザ名とパスワードに基づいて Unified Communications サービスが MRA クライアントを認

可する場合は、On を選択します。 

例：xConfiguration CollaborationEdge LegacyCred: Off 

CollaborationEdge LegacySso: <On/Off/Exclusive> 

MRA クライアントが Expressway に提供する OAuth トークンに基づいて Unified Communications サービスが MRA クライアントを認可す

る場合は、On を選択します。これは自己記述 OAuth トークンタイプではありません。 

例：xConfiguration CollaborationEdge LegacySso: Off 

CollaborationEdge OauthLocal: <On/Off> 

Unified Communications サービスへの Mobile & Remote Access の OAuth ローカル認証を有効または無効にします。 

例：xConfiguration CollaborationEdge OauthLocal: Off 

CollaborationEdge OauthSso: <On/Off> 

Unified Communications サービスへの Mobile & Remote Access の OAuth シングルサインオンを有効または無効にします。 

例：xConfiguration CollaborationEdge OauthSso: Off 

CollaborationEdge RFC3327Enabled: <On/Off> 

自動的に生成されたネイバーゾーンを経由するレジスタの変更のパスヘッダーサポート Unified CM ノードを参照してください。 

On：Expressway-C は自身のアドレスを REGISTER メッセージの Path ヘッダーおよび REGISTER メッセージへの応答に挿入します。 

Off：Expressway-C は、REGISTER メッセージの Contact ヘッダーのアドレスを上書きします。 

例：xConfiguration CollaborationEdge rfc3327Enabled: On 

CollaborationEdge SSO Scope: <PEER/CLUSTER> 

Expressway ピアごとに、選択した IdP で SAML 合意を使用する場合は、PEER を指定します。クラスタに 1 つの SAML 合意を使用する場合は、

CLUSTER を指定します。 

例：xConfiguration CollaborationEdge SSO Scope: CLUSTER 

CollaborationEdge SSO IdP <index> Digest: <sha1/sha256> 

クライアントに渡す SAML 認証要求に署名するときに Expressway が使用するハッシュアルゴリズムを変更します。 

<index>は、Expressway に設定されているリストから特定の IdP を識別する整数です。 

例：xConfiguration CollaborationEdge SSO IdP 1 Digest: sha256 
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CollaborationEdge SsoAlwaysAvailable: <On/Off> 

Expressway-C がユーザのホームノードに使用可能な SSO があることを確認するかどうかを決定します。 

On：Expressway-E は、ホームノードを実際に確認せずに、SSO が使用可能であるとクライアントに常に通知します。 

Off：Expressway-E がクライアントに応答する前に、Expressway-C が常にユーザのホームノードで SSO が使用できることを確認できるよ

うにします。 

例：xConfiguration CollaborationEdge SsoAlwaysAvailable: Off 

注：デフォルト値の Off は、Web UI のデフォルトの[内部 SSO 可用性の確認（Check for internal SSO availability）]を[はい（Yes）]に設

定した場合に対応します 

CollaborationEdge SsoEnabled: <On/Off> 

UC サービスへの Mobile & Remote Access のシングルサインオンを切り替えます。 

例：xConfiguration CollaborationEdge SsoEnabled: Off 

CollaborationEdge SsoSipTokenExtraTtl: <0..172800> 

指定した秒数で SIP 認証のライフタイムを延長します。 

重要：存続可能時間の拡張は、オンプレミスの UC クレデンシャルが期限切れになった後も、外部ユーザがエッジ経由で SIP を使用できるこ

とを意味します。これにより、（再認証が必要であることに気付かなかった場合でも）通話を受け入れることができる短いウィンドウがユー

ザに提供されますが、この利便性とセキュリティリスクの増大のバランスをとる必要があります。 

例：xConfiguration CollaborationEdge SsoSipTokenExtraTtl: 0 

CollaborationEdgeDeployments <index> DeploymentId: <1..65535> 

特定のデプロイに関するデプロイメント ID を変更します。 

<index> は、Expressway に設定されているリストから特定の IdP を識別する整数です。 

例：xConfiguration CollaborationEdgeDeployments 1 DeploymentId: 5 

CollaborationEdgeDeployments <index> UserReadableName: <String> 

この導入の名前を入力します。この Expressway を使用して提供するユニファイドコミュニケーションサービスを複数の導入を使用してパー

ティション化することができます。ユニファイドコミュニケーションサービスをパーティション化するための導入の使用を参照してくださ

い。 

<index> は、Expressway に設定されているリストから特定の IdP を識別する整数です。 

例：xConfiguration CollaborationEdgeDeployments 1 UserReadableName: StagingDeployment 

Ciphers SIPTLSCiphers Value: <S:0,2048> 

SIP TLS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。この機能を有効にするに

は、再起動が必要です。また、aNULL 暗号方式はインバウンド接続ではサポートされません。デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:+ADH 

例：xConfiguration Ciphers SIPTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:+ADH" 

SIP TLS プロトコル値を変更するには、SIP Advanced SipTlsVersions を参照してください。 

https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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Ciphers ForwardProxyTLSCiphers Value: <S:0,2048> 

注意：Expressway インターフェイスには組み込み転送プロキシがありますが、現在のところ、このプロキシはサポートされていないため、

使用しないでください。。 

転送プロキシ TLS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。 

デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

例：xConfiguration Ciphers ForwardProxyTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL" 

Ciphers ForwardProxyTLSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2> 

注意：Expressway インターフェイスには組み込み転送プロキシがありますが、現在のところ、このプロキシはサポートされていないため、

使用しないでください。 

転送プロキシ TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。 

デフォルト：minTLSv1.2 

例：xConfiguration Ciphers ForwardProxyTLSProtocol Value: "minTLSv1.2" 

Ciphers HTTPSCiphers Value: <S:0,2048> 

HTTPS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。 

デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

例：xConfiguration Ciphers HTTPSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL" 

Ciphers HTTPSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2> 

HTTPS TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。 

デフォルト：minTLSv1.2 

例：xConfiguration Ciphers HTTPSProtocol Value: "minTLSv1.2" 

Ciphers ReverseProxyTLSCiphers Value: <S:0,2048> 

リバースプロキシ TLS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。 

デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

例：xConfiguration Ciphers ReverseProxyTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL" 

Ciphers ReverseProxyTLSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2> 

リバースプロキシ TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。 

デフォルト：minTLSv1.2 

例：xConfiguration Ciphers ReverseProxyTLSProtocol Value: "minTLSv1.2" 

https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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Ciphers UcClientTLSCiphers Value: <S:0,2048> 

UC クライアント TLS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。 

デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

例：xConfiguration CiphersUcClientTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL" 

Ciphers UcClientTLSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2> 

UC クライアント TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。 

デフォルト：minTLSv1.2 

例：xConfiguration Ciphers UcClientTLSProtocol Value: "minTLSv1.2" 

Ciphers XCPTLSCiphers Value: <S:0,2048> 

XCP TLS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します

（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。この機能を有効にするには、

再起動が必要です。 

デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL 

例：xConfiguration Ciphers XCPTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:- 

AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL" 

Ciphers XCPTLSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2> 

XCP TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。 

デフォルト：minTLSv1.2 

例：xConfiguration Ciphers XCPTLSProtocol Value: "minTLSv1.2" 

Ciphers sshd_ciphers Value: <S:0,2048> 

「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）に利用可能な暗号方式を設定します。 

デフォルト：aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-

cbc,aes192- cbc,aes128-cbc 

例：xConfiguration Ciphers sshd_ciphers Value: "aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256- 

ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc" 

Ciphers sshd_kex Value: <S:0,2048> 

「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）のキー交換アルゴリズムを設定します。 

デフォルト：ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp256,diffie-hellman-group-exchange- 

sha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1 

例：xConfiguration Ciphers sshd_kex Value: "ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2- 

nistp256,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1" 

https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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Ciphers sshd_macs Value: <S:0,2048> 

「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）のメッセージ認証コードダイジェストを設定します。 

デフォルト：hmac-sha2-512,hmac-sha2-256,hmac-sha1 

例：xConfiguration Ciphers sshd_macs Value: "hmac-sha2-512,hmac-sha2-256,hmac-sha1" 

Ciphers sshd_pfwd_ciphers Value: <S:0,2048> 

順方向および逆方向の HTTP プロキシ（つまり、APNS および MRA HTTP トラフィック）に使用される SSH トンネルで使用できる暗号方式。 

デフォルト：aes256-ctr 

例：xConfiguration Ciphers sshd_pfwd_ciphers Value: "aes256-ctr" 

DNS PerDomainServer [1..5] Address: <S: 0, 39> 

関連付けられたドメイン名のホスト名を解決するときのみに使用する DNS サーバの IP アドレス。 

例：xConfiguration DNS PerDomainServer 1 Address: "192.168.12.1" 

DNS PerDomainServer [1..5] Domain1: <S: 0, 39> 

この特定の DNS サーバで解決する最初のドメイン名。 

例：xConfiguration DNS PerDomainServer 1 Domain1: "dept.example.com" 

DNS PerDomainServer [1..5] Domain2: <S: 0, 39> 

この特定の DNS サーバで解決する 2 番目のドメイン名。 

例：xConfiguration DNS PerDomainServer 1 Domain2: "other.example.com" 

DNS Server [1..5] Address: <S: 0, 39> 

ドメイン名を解決するときに使用するデフォルトの DNS サーバの IP アドレス。最大で 5 のサーバを指定できます。デフォルトの DNS サー

バは、ルックアップするドメインに定義されたドメイン単位の DNS サーバがない場合に使用します。 

例：xConfiguration DNS Server 1 Address: "192.168.12.0" 

EdgeConfigServer CredentialTtl: <0..604800> 

SSO 認証には適用されません。 

Expressway がクライアントの認証に成功するために送信する認証トークンのライフタイムを指定します。正常に認証されたクライアント

は、このトークンが期限切れになる前に更新を要求する必要があります。更新しないと、再認証が必要になります。 

例：EdgeConfigServer CredentialTtl: 28800 

EdgeConfigServer PurgeInterval: <0..604800> 

SSO 認証には適用されません。 

Expressway がキャッシュクリアの動作の間に待機する時間を指定します。キャッシュがクリアされると、期限切れのトークンのみが削除さ

れるため、この設定は期限切れトークンをキャッシュに保持できる最長時間となります。 

例：EdgeConfigServer PurgeInterval: 43200 
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EdgeConfigServer RateLimitLogins: <0..100> 

VCS を使用してユーザのクレデンシャルをレートコントロール期間ごとに許可する回数を制限します。同じユーザクレデンシャルを使用して

いるデバイスは、この回数に対して考慮されます。 

上限に到達すると、これらのクレデンシャルを使用するためのそれ以降の試行が現在のレートコントロールの期限が切れるまで拒否されま

す。 

レートコントロール機能を無効にするには 0 を入力します。 

例：xConfiguration EdgeConfigServer RateLimitLogins: 3 

EdgeConfigServer RateLimitPeriod: <0..86400> 

許可がカウントされる期間（秒単位）を定義します。レートコントロールが有効になっている場合は、ユーザの最初の許可でカウンタとタイ

マーが起動します。レートコントロールの期限が切れるとカウンターがリセットされ、ユーザの次の許可によって新しい期間が開始されま

す。 

レートコントロール機能を無効にするには 0 を入力します。 

例：xConfiguration EdgeConfigServer RateLimitPeriod: 300 

ErrorReport Contact: <S: 0, 128> 

必要に応じて、インシデントレポートでフォローアップするオプションの連絡先電子メールアドレス。 

例：xConfiguration ErrorReport Contact: "bob smith" 

ErrorReport CoreDump: <On/Off> 

診断コアダンプファイルを作成するかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration ErrorReport CoreDump: On 

ErrorReport Mode: <On/Off> 

アプリケーション機能の詳細情報を Web サービスに自動的に送信するかどうかを決定します。デフォルト：Off 

例：xConfiguration ErrorReport Mode: Off 

ErrorReport Proxy: <S: 0, 128> 

インシデントレポートサーバへの HTTP/HTTPS 接続に使用するオプションのプロキシサーバ。 

例：xConfiguration ErrorReport Proxy: https://proxy_address/submiterror/ 

ErrorReport Url: <S: 0, 128> 

アプリケーション障害の詳細情報を送信する Web サービスの URL。デフォルト：https://cc-reports.cisco.com/submitapplicationerror/ 

例：xConfiguration ErrorReport Url: https://cc-reports.cisco.com/submitapplicationerror/ 
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Ethernet [1..2] IP V4 Address: <S: 7,15> 

指定した LAN ポートの IPv4 アドレスを指定します。注：変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration Ethernet 1 IP V4 Address: "192.168.10.10" 

Ethernet [1..2] IP V4 StaticNAT Address: <S:7,15> 

Expressway がスタティック NAT モードで動作している場合、これによりそのスタティック NAT の外部パブリック IPv4 アドレスを指定しま

す。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration Ethernet 1 IP V4 StaticNAT Address: "64.22.64.85" 

Ethernet [1..2] IP V4 StaticNAT Mode: <On/Off> 

Expressway をスタティック NAT の背後に配置するかどうかを指定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

デフォルト：Off 

例：xConfiguration Ethernet 1 IP V4 StaticNAT Mode: On 

Ethernet [1..2] IP V4 SubnetMask: <S: 7,15> 

指定した LAN ポートの IPv4 サブネットマスクを指定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration Ethernet 1 IP V4 SubnetMask: "255.255.255.0" 

Ethernet [1..2] IP V6 Address: <S: 0, 39> 

指定した LAN ポートの IPv6 アドレスを指定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration Ethernet 1 IP V6 Address: "2001:db8::1428:57ab" 

Ethernet [1..2] Speed: <Auto/10half/10full/100half/100full/1000full 

指定した LAN ポートからのイーサネットリンクの速度を設定します。速度を自動的に設定するには Auto を使用します。変更を有効にするに

は、システムを再起動する必要があります。デフォルト：Auto 

例：xConfiguration Ethernet 1 Speed: Auto 

ExternalManager Address: <S: 0, 128> 

外部マネージャの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を設定します。 

例：xConfiguration ExternalManager Address: "192.168.0.0" 

ExternalManager Path: <S: 0, 255> 

外部マネージャの URL を設定します。デフォルトは tms/public/external/management/SystemManagementService.asmx です。 

例：xConfiguration ExternalManager Path: "tms/public/external/management/SystemManagementService.asmx" 

ExternalManager Protocol: <HTTP/HTTPS> 

外部マネージャに接続するために使用するプロトコル。デフォルトは HTTPS です。 

例：xConfiguration ExternalManager Protocol: HTTPS 

ExternalManager Server Certificate Verification Mode: <On/Off> 

外部マネージャによって提供される証明書を確認するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration ExternalManager Server Certificate Verification Mode: On 
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H323 Gatekeeper AutoDiscovery Mode: <On/Off> 

Expressway がエンドポイントからのゲートキーパー検出要求に応答するかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper AutoDiscovery Mode: On 

H323 Gatekeeper CallSignaling PortRange End: <1024..65534> 

コールの確立後に使用する範囲の上位ポートを指定します。デフォルト：19999。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper CallSignaling PortRange End: 19999 

H323 Gatekeeper CallSignaling PortRange Start: <1024..65534> 

コールの確立後に使用する範囲の下位ポートを指定します。デフォルト：15000。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper CallSignaling PortRange Start: 15000 

H323 Gatekeeper CallSignaling TCP Port: <1024..65534> 

H.323 コールシグナリングをリッスンするポートを指定します。デフォルト：1720。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper CallSignaling TCP Port: 1720 

H323 Gatekeeper CallTimeToLive: <60..65534> 

Expressway がコール中のエンドポイントをポーリングし、まだコール中であることを確認するための間隔（秒単位）デフォルトは 120 で

す。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper CallTimeToLive: 120 

H323 Gatekeeper Registration RIPAllRequests: <On/Off> 

Expressway がリクエストを処理中グリーティングと H.323 の登録要求に応答するかどうかを決定します。 

リモート LDAP ディレクトリサービスの登録要求を認証するときに登録タイムアウトが発生したらこの設定を有効にします。デフォルト：Off 

例: xConfiguration H323 Gatekeeper Registration RIPAllRequests: Off 

H323 Gatekeeper Registration ConflictMode: <Reject/Overwrite> 

エンドポイントが別の IP アドレスから現在登録されているエイリアスの登録を試行する場合のシステムの動作。デフォルトは Reject です。 

Reject：登録を拒否します。 

Overwrite：元の登録を削除して、新しい登録に置き換えます。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper Registration ConflictMode: Reject 

H323 Gatekeeper Registration UDP Port: <1024..65534> 

H.323 UDP 登録に使用するポートを指定します。デフォルト：1719。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper Registration UDP Port: 1719 
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H323 Gatekeeper TimeToLive: <60..65534> 

H.323 エンドポイントが現在も機能していることを確認するために Expressway に再登録する必要がある間隔（秒単位）。デフォルト：1800。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper TimeToLive: 1800 

H323 Gateway CallerId: <IncludePrefix/ExcludePrefix> 

ISDN ゲートウェイのプレフィックスを宛先のエンドポイントに提供される発信者の E.164 番号に挿入するかどうかを指定します。プレフィ

ックスを含めると、受信者はコールを直接返せます。デフォルトは ExcludePrefix です。 

IncludePrefix：ISDN ゲートウェイのプレフィックスを送信元の E.164 番号に挿入します。 

ExcludePrefix：送信元の E.164 number のみを表示します。 

例：xConfiguration H323 Gateway CallerId: ExcludePrefix 

H323 Mode: <On/Off> 

Expressway が H.323 ゲートキーパー機能を提供するかどうかを決定します。デフォルト：Off 

例：xConfiguration H323 Mode: On 

Interworking BFCP Compatibility Mode: <Auto/TAA/Draft> 

H.323 インターワーキング BFCP コントロールに対する SIP の互換性設定を制御します。デフォルト：[Auto] 

例：xConfiguration Interworking BFCP Compatibility Mode: Auto 

Interworking Encryption Mode: <Auto/Off> 

Expressway が SIP エンドポイントと H.323 エンドポイント間の暗号化されたコールを許可するかどうかを決定します。デフォルト：[Auto] 

Off：インターワーキングコールは暗号化されません。 

Auto：エンドポイントが要求した場合はインターワーキングコールが暗号化されます。 

例：xConfiguration Interworking Encryption Mode: Auto 

Interworking Encryption Replay Protection Mode: <On/Off> 

コールをインターワーキングするときに、着信 SRTP の再生保護を Expressway が実行するかどうかを制御します。デフォルト：Off 

On：再生された SRTP パケットは Expressway でドロップされます。 

Off：Expressway は再生された SRTP パケットを確認しません。 

例：xConfiguration Interworking Encryption Replay Protection Mode: Off 

Interworking Mode: <On/Off/RegisteredOnly> 

Expressway を SIP コールと H.323 コール間のゲートウェイとして機能させるかどうかを決定します。デフォルトは RegisteredOnly です。 

Off：Expressway は SIP-H.323 ゲートウェイとして機能しません。 

On：Expressway は、エンドポイントがローカルに登録されているかどうかに関係なく、SIP-H.323 ゲートウェイとして機能します。 

RegisteredOnly：Expressway は、少なくとも 1 つのエンドポイントがローカルに登録されている場合にのみ、SIP-H.323 ゲートウェイとし

て機能します。 

例：xConfiguration Interworking Mode: On 
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Interworking Require Invite Header Mode: <On/Off> 

SIP と H.323 インターワーキング機能がダイアログを構成する INVITE の必須ヘッダーで com.tandberg.sdp.duo.enable と 

com.tandberg.sdp.bfcp.udp を送信するかどうかを制御します。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Interworking Require Invite Header Mode: Off" 

IP DNS Domain Name: <S: 0, 128> 

DNS サーバに照会する前に、非修飾ホスト名に追加する名前。NTP サーバ、LDAP サーバ、外部マネージャサーバ、およびリモートログサー

バの非修飾ドメイン名の解決を試行するときに使用します。また、システムホスト名とともに使用して、SIP メッセージングでのこの 

Expressway への参照を識別します。 

例：xConfiguration IP DNS Domain Name: "example.com" 

IP DNS Hostname : <S: 0, 63> 

このシステムが認識している DNS ホスト名。これは完全修飾ドメイン名ではなく、ホストのラベル部分です。名前には、英字、数字、ハイフ

ン、および下線のみを使用できます。最初の文字は英字、最後の文字は英字または数字にする必要があります。 

例：xConfiguration IP DNS Hostname: "localsystem" 

IP DNS MaxPort: <1024..65535> 

DNS クエリの送信に使用する範囲の上位送信元ポート。要求は、この範囲からランダムにポートを選択します。警告：設定したソースポート

範囲が狭いと、DNS スプーフィング攻撃に対する脆弱性が高まります。デフォルト：65535。 

例：xConfiguration IP DNS MaxPort: 65535 

IP DNS MinPort: <1024..65535> 

DNS クエリの送信に使用する範囲の下位送信元ポート。要求は、この範囲からランダムにポートを選択します。警告：設定したソースポート

範囲が狭いと、DNS スプーフィング攻撃に対する脆弱性が高まります。デフォルト：1024。 

例：xConfiguration IP DNS MinPort: 1024 

IP DNS SearchDomains: <S: 0, 1024> 

DNS サーバを照会するときに追加で検索するドメイン名のスペース区切りリスト。NTP サーバ、LDAP サーバ、外部マネージャサーバ、およ

びリモートログサーバの非修飾ドメイン名の解決を試行するときに使用します。ローカルシステムホスト名とともに使用して、SIP メッセー

ジングでこのシステムへの参照を識別することもできます。（ピア固有） 

例：xConfiguration IP DNS SearchDomains: "example1.int" "example2.int" "example3.int" 

IP DNS UseEphemeralPortRange: <On/Off> 

発信 DNS クエリがシステムの通常のエフェメラルポート範囲を使用するか、設定可能なカスタムポート範囲を使用するかを決定します。デフ

ォルトは On です。 

例：xConfiguration IP DNS UseEphemeralPortRange: On 

IP Ephemeral PortRange End: <1024..65534> 

Expressway コール処理によって禁止されていない限り、エフェメラルアウトバウンド接続に使用する範囲内の最上位のポート。デフォル

ト：35999。 

例：xConfiguration IP Ephemeral PortRange End: 35999 
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IP Ephemeral PortRange Start: <1024..65534> 

Expressway コール処理によって禁止されていない限り、エフェメラルアウトバウンド接続に使用する範囲内の最下位のポート。デフォルト

は 30000 です。 

例：xConfiguration IP Ephemeral PortRange Start: 30000 

IP External Interface: <LAN1/LAN2> 

外部に面している LAN インターフェイスを定義します。デフォルトは LAN1 です。 

例：xConfiguration IP External Interface: LAN1 

IP Gateway: <S: 7,15> 

Expressway の IPv4 ゲートウェイを指定します。注：変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。デフォルトは  

127.0.0.1 です。 

例：xConfiguration IP Gateway: "192.168.127.0" 

IP QoS Mode: <None/DiffServ> 

すべてのシグナリングとメディアパケットに適用する QoS （Quality of Service）タグのタイプ。変更を有効にするには、システムを再起動

する必要があります。デフォルト：None。 

None：特定の QoS タグは適用されません。 

DiffServ：指定したタグ値を IPv4 ヘッダーの TOS（サービスのタイプ）フィールドまたは IPv6 ヘッダーの TC（トラフィッククラス）フィ

ールドに挿入します。 

例：xConfiguration IP QoS Mode: DiffServ 

重要: このコマンドは、バージョン X8.9 から廃止されており、コマンド QoS Audio、QoS Video、QoS XMPP、および QoS Signaling に

置き換わります。 

IP QoS Value: <0..63> 

システムを介してルーティングされるすべてのシグナリングトラフィックとメディアトラフィックにスタンプする値。変更を有効にするに

は、システムを再起動する必要があります。デフォルト：0。 

例：xConfiguration IP QoS Value: 16 

重要: このコマンドは、バージョン X8.9 から廃止されており、コマンド QoS Audio、QoS Video、QoS XMPP、および QoS Signaling に

置き換わります。 

IP RFC4821 Mode: <Auto/Enabled/Disabled> 

Expressway ネットワークインターフェイスが RFC4821 Packetization Layer Path MTU Discovery をいつ使用するかを決定します。デフォ

ルトで、ディセーブルになっています。 

Enabled：常にパケット化レイヤの MTU プロービングが実行されます。 

Auto：デフォルトで無効になっていますが、ICMP ブラックホールが検出された場合に有効になります。 

Disabled：パケット化レイヤの MTU プロービングは実行されません。 

例：xConfiguration IP RFC4821 Mode: Disabled 

IP Route [1..50] Address: <S: 0, 39> 

このルートを適用するネットワークを決定するためにプレフィックス長とともに使用する IP アドレスを指定します。 

例：xConfiguration IP Route 1 Address: "128.168.0.0" 
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IP Route [1..50] Gateway: <S: 0, 39> 

このルートのゲートウェイの IP アドレスを指定します。 

例：xConfiguration IP Route 1 Gateway: "192.168.0.0" 

IP Route [1..50] Interface: <Auto/LAN1/LAN2> 

このルーティングに使用する LAN インターフェイスを指定します。Auto：使用に最適なインターフェイスを Expressway が選択します。デ

フォルト：Auto 

例：xConfiguration IP Route 1 Interface: Auto 

IP Route [1..50] PrefixLength: <0..128> 

このルートを適用するネットワークを決定するときに一致する必要がある IP アドレスのビット数。デフォルト：32。 

例：xConfiguration IP Route 1 PrefixLength: 16 

IP V6 Gateway: <S: 0, 39> 

Expressway の IPv6 ゲートウェイを指定します。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration IP V6 Gateway: "3dda:80bb:6::9:144" 

IPProtocol: <Both/IPv4/IPv6> 

Expressway が IPv4、IPv6、またはデュアルスタックのいずれのモードで実行するかを選択します。変更を有効にするには、システムを再起

動する必要があります。デフォルトは IPv4 です。 

例：xConfiguration IPProtocol: IPv4 

Language Default: <S: 0, 128> 

Web インターフェイスで使用されるデフォルト言語。デフォルトは "en_US" です。 

例：xConfiguration Language Default: "en_US" 

Log CDR Service: <off/serviceonly/serviceandlogging> 

この Expressway によって生成されるコール詳細レコードを記録する方法を選択します。 

Off：コール詳細レコードは記録されません。 

serviceonly：コール詳細レコードは 7 日間ローカルに保存された後に削除されます。記録されたレコードにはユーザインターフェイスからア

クセスできません。 

serviceandlogging：serviceonly と同様ですが、CDR にはローカルイベントログからアクセスできます。syslog サーバのアドレスを追加した

場合、それらのアドレスにレコードが情報メッセージとして送信されます。 

デフォルト：off 

例：xconfig Log CDR Service: serviceonly 

Log Level: <1..4> 

イベント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。注：この設定は過去に遡ることはできません。現時

点以降のイベントログに書き込むイベントを決定します。デフォルトは 1 です。 

例：xConfiguration Log Level: 1 
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Log MediaStats Logging: <On/Off> 

メディア統計情報のロギングを切り替えます。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Log MediaStats Logging: On 

Log SystemMetrics Interval: <30..600> 

メトリック収集イベント間で待機する秒数を設定します。 

重要：間隔が短いほどシステムパフォーマンスへの影響が大きくなりますが、間隔が長いほどメトリックの精度が低くなります。極めて緻密

なメトリックが必要でない限り、最長間隔を使用することを推奨します。 

デフォルト：60 

例：xconfig Log SystemMetrics Interval: 60 

Log SystemMetrics Mode: <On/Off> 

システムメトリック収集サービスを切り替えます。このシステムのメトリックの収集を開始するには、On と入力します。 

デフォルト：Off 

例：xconfig Log SystemMetrics Mode: On 

Log SystemMetrics Network Address: <S: 0,1024> 

リスニングサーバのアドレスを入力します。IP アドレス、ホスト名、または FQDN を使用できます。 

デフォルトは Empty です。 

例：xconfig log SystemMetrics Network Address: "192.168.0.5" 

Log SystemMetrics Network Port: <1..65535> 

システムメトリックトラフィックを予期するリスニングサーバのポートを入力します。 

デフォルトは 25826 です。 

例：xconfig log SystemMetrics Network Port: 25826 

Logger Network [1..n] Level: <FATAL/ERROR/WARN/INFO/DEBUG/TRACE> 

指定したモジュールのロギングレベル。デフォルト：INFO 

例：xConfiguration Logger Developer 1 Level: INFO 

Login Remote LDAP BaseDN Accounts: <S: 0,255> 

管理者アカウントやユーザアカウントの検索時にベースとして使用する識別名を設定します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP BaseDN Accounts: "ou=useraccounts,dc=corporation,dc=int" 

Login Remote LDAP BaseDN Groups: <S: 0,255> 

管理者グループやユーザグループの検索時にベースとして使用する識別名を設定します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP BaseDN Groups: "ou=groups,dc=corporation,dc=int" 
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Login Remote LDAP CRLCheck: <None/Peer/All> 

LDAP サーバとの TLS 接続を確立するときに証明書失効リスト（CRL）を確認するかどうかを指定します。CRL データは、信頼できる CA 証

明書 PEM ファイルを使用して Expressway にアップロードされます。デフォルト：None。 

None：CRL チェックは実行されません。 

Peer：LDAP サーバの証明書を発行した CA に関連付けられた CRL のみを確認します。 

All：LDAP サーバ証明書を発行した CA の信頼できる証明書チェーン内のすべての CRL を確認します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP CRLCheck: Peer 

Login Remote LDAP DirectoryType: <ActiveDirectory> 

アクセスする LDAP ディレクトリのタイプを定義します。デフォルトは ActiveDirectory です。 

ActiveDirectory：ディレクトリは Windows Active Directory です。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP DirectoryType: ActiveDirectory 

Login Remote LDAP Encryption: <Off/TLS> 

LDAP サーバへの接続に使用する暗号化を設定します。デフォルトは TLS です。 

Off：暗号化は使用されません。 

TLS：TLS 暗号化を使用します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Encryption: Off 

Login Remote LDAP SASL: <None/DIGEST-MD5> 

LDAP サーバにバインドするときに使用する SASL（Simple Authentication and Security Layer）のメカニズム。デフォルトは DIGEST-MD5  

です。 

None：メカニズムを使用しません。 

DIGEST-MD5：DIGEST-MD5 メカニズムを使用します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP SASL: DIGEST-MD5 

Login Remote LDAP Server Address: <S: 0,128> 

LDAP クエリを実行するときに使用する LDAP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を設定します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Server Address: "server.example.com" 

Login Remote LDAP Server FQDNResolution: <AddressRecord/SRVRecord> 

LDAP サーバアドレスが FQDN として指定されている場合の解決方法を定義します。デフォルトは AddressRecord です。 

Address record：DNS A レコードまたは AAAA レコードルックアップ。 

SRV record：DNS SRV レコードルックアップ。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Server FQDNResolution: AddressRecord 
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Login Remote LDAP Server Port: <1..65534> 

LDAP クエリを実行するときに使用する LDAP サーバの IP ポートを設定します。非セキュア接続は 389、セキュア接続は 636 を使用しま

す。他のポートはサポートされていません。デフォルト：389。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Server Port: 389 

Login Remote LDAP VCS BindDN: <S: 0,255> 

LDA P サーバにバインドするときに使用するユーザの識別名を設定します。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP VCS BindDN: "systemmanager" 

Login Remote LDAP VCS BindPassword: <S: 0,122> 

LDAP サーバにバインドするときに使用するパスワードを設定します。プレーンテキストの最大長は 60 文字で、暗号化されます。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP VCS BindPassword: "password123" 

Login Remote LDAP VCS BindUsername: <S: 0,255> 

LDAP サーバにバインドするときに使用するユーザ名を設定します。SASL を使用する場合にのみ適用されます。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP VCS BindUsername: "systemmanager" 

Login Remote Protocol: <LDAP> 

外部プロトコルに接続するために使用するプロトコル。デフォルトは LDAP です。 

例：xConfiguration Login Remote Protocol: LDAP 

Login Source Admin: <LocalOnly/RemoteOnly/Both> 

アクセスが許可される前に管理者のログインクレデンシャルを認証する場所を定義します。デフォルトは LocalOnly です。 

LocalOnly：Expressway に保存されているローカルデータベースと照合してクレデンシャルを確認します。 

RemoteOnly：Windows Active Directory などの外部クレデンシャルディレクトリと照合してクレデンシャルを確認します。これによって、

デフォルトの admin アカウントを使用したログインアクセスが無効になります。 

Both：最初に Expressway に保存されているローカルデータベースと照合して確認し、一致するアカウントが見つからなかった場合は外部ク

レデンシャルディレクトリが代わりに使用されます。 

例：xConfiguration Login Source Admin: LocalOnly 

Login User [1..n] Name: <S: 0,60> 

ローカル認証データベースにこのエントリの名前を定義します。 

例：xConfiguration Login User 1 Name: "alice" 

Login User [1..n] Password: <S: 0,128> 

ローカル認証データベースにこのエントリのパスワードを定義します。 

例：xConfiguration Login User 1 Password: "abcXYZ_123" 
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Management Interface HstsMode: <On/Off> 

Web ブラウザがこのサーバへのアクセスにセキュアな接続のみを使用するように指示するかどうかを決定します。この機能を有効にすると、

中間者（MITM）攻撃に対する保護が強化されます。デフォルトは On です。 

On：Web サーバからのすべての応答は、有効期限が 1 年の Strict Transport Security ヘッダーが追加されて送信されます。 

Off：Strict Transport Security ヘッダーは送信されず、ブラウザは通常どおりに動作します。注：変更を有効にするには、システムを再起動

する必要があります。 

例：xConfiguration Management Interface HstsMode: On 

Management Interface Port: <1..65535> 

管理者が Expressway Web インターフェイスにアクセスするための https リスニングポートを設定します。デフォルト：443。 

例: xConfiguration Management Interface Port: 7443 

Management Session InactivityTimeout: <0..65535> 

管理セッション（シリアルポート、HTTPS、または SSH）がタイムアウトになる前に、管理セッションが非アクティブになる期間（分）を設

定します。セッションタイムアウトをオフにするには値を 0 に設定します。デフォルトは 30 です。 

例：xConfiguration Management Session InactivityTimeout: 30 

Management Session MaxConcurrentSessionsTotal: <0..65535> 

システムで許可される同時管理者セッションの最大数。これには、Web セッション、SSH セッション、およびシリアルセッションが含まれま

す。値を 0 にすると、セッション制限がオフになります。デフォルト：0。 

例：xConfiguration Management Session MaxConcurrentSessionsTotal: 0 

Management Session MaxConcurrentSessionsUser: <0..65535> 

個々の管理者アカウントがシステムで許可される同時セッションの数。これには、Web セッション、SSH セッション、およびシリアルセッ

ションが含まれます。値を 0 にすると、セッション制限がオフになります。デフォルト：0。 

例：xConfiguration Management Session MaxConcurrentSessionsUser: 0 

NetworkLimits 

機能を制限するまでレートを設定します。xconfig networklimits ? と入力して、ヘルプを確認します。 

例：xConfiguration NetworkLimits Configuration GarbageCollectSecs: 5 

NTP Server [1..5] Address: <S: 0, 128> 

システム時刻を同期するときに使用する最大 5 つの NTP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を設定します。 

例：xConfiguration NTP Server 1 Address: "ntp.server.example.com" 

Option [1..64] Key: <S: 0, 90> 

ソフトウェアオプションのオプションキーを指定します。これらのキーは、システムのキャパシティを引き上げるなど、特別な機能を追加す

るためにシステムに追加されます。詳細については、シスコのサポート担当者にお問い合わせください。 

例：xConfiguration Option 1 Key: "1X4757T5-1-60BAD5CD" 
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Policy AdministratorPolicy Mode: <Off/LocalCPL/LocalService/PolicyService> 

コールポリシーの使用を有効または無効にします。デフォルト：Off 

Off：コールポリシーを無効にします。 

LocalCPL：アップロードした CPL ファイルのポリシーを使用します。 

LocalService：グループポリシーの情報とローカルファイルを使用します。 

PolicyService：外部ポリシーサービスを使用します。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Mode: Off 

Policy AdministratorPolicy Service DefaultCPL: <S: 0,255> 

リモートサービスが使用できない場合に Expressway が使用する CPL。デフォルトは<reject status='403' reason='Service Unavailable'/>で

す。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service DefaultCPL: "<reject status='403' reason='Service 

Unavailable'/>" 

Policy AdministratorPolicy Service Password: <S: 0,82> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するパスワードを指定します。プレーンテキストの最大長は 30 文字

で、これらの文字は暗号化されます。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service Password: "password123" 

Policy AdministratorPolicy Service Path: <S: 0,255> 

リモートサービスの URL を指定します。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service Path: "service" 

Policy AdministratorPolicy Service Protocol: <HTTP/HTTPS> 

リモートサービスに接続するために使用するプロトコルを指定します。デフォルトは HTTPS です。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service Protocol: HTTPS 

Policy AdministratorPolicy Service Server [1..3] Address: <S: 0,128> 

リモートサービスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service Server 1 Address: "service.server.example.com" 

Policy AdministratorPolicy Service Status Path: <S: 0..255> 

リモートサービスステータスを取得するためのパスを指定します。デフォルトは status です。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service Status Path: status 

Policy AdministratorPolicy Service TLS CRLCheck Mode: <On/Off> 

ポリシーサービスによって提供された証明書の証明書失効リストのチェックを制御します。有効になっている場合は、サーバの X.509 証明書が、

その証明書の証明書発行機関の失効リストと照合して確認されます。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service TLS CRLCheck Mode: Off 
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Policy AdministratorPolicy Service TLS Verify Mode: <On/Off> 

X.509 証明書のチェック、およびこの Expressway とポリシーサービス間の相互認証を制御します。有効になっている場合は、アドレスフィ

ールドで指定したサーバの FQDN または IP アドレスがサーバの X.509 証明書内（サブジェクト共通名またはサブジェクト代替名のどちらか

の属性）に含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service TLS Verify Mode: On 

Policy AdministratorPolicy Service UserName: <S: 0,30> 

リモートポリシーサービスにログインして照会するために Expressway が使用するユーザ名を指定します。 

例：xConfiguration Policy AdministratorPolicy Service UserName: "user123" 

Policy FindMe CallerID: <FindMeID/IncomingID> 

着信コールの発信元が呼び出し先にどのように表示されるかを決定します。デフォルトは IncomingID です。 

IncomingID：コールが発信されたエンドポイントのアドレスを表示します。 

FindMeID：発信エンドポイントのアドレスに関連付けられた FindMe ID を表示します。 

例：xConfiguration Policy FindMe CallerId: FindMeID 

Policy FindMe Mode: <Off/On/ThirdPartyManager> 

FindMe アプリケーションの動作方法を設定します。デフォルトは Off です。 

Off：FindMe を無効にします。 

On：FindMe を有効にします。 

ThirdPartyManager：オフボックスのサードパーティ製 FindMe マネージャを使用します。 

例：xConfiguration Policy FindMe Mode: On 

Policy FindMe Server Address: <S: 0, 128> 

リモート FindMe マネージャの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。 

例：xConfiguration Policy FindMe Server Address: "userpolicy.server.example.com" 

Policy FindMe Server Password: <S: 0, 82> 

リモート FindMe マネージャにログインして照会するために Expressway が使用するパスワードを指定します。プレーンテキストの最大長は 

30 文字で、これらの文字は暗号化されます。 

例：xConfiguration Policy FindMe Server Password: "password123" 

Policy FindMe Server Path: <S: 0, 255> 

リモート FindMe マネージャの URL を指定します。 

例：xConfiguration Policy FindMe Server Path: "service" 

Policy Services Service [1..20] DefaultCPL: <S: 0,255> 

リモートサービスが使用できない場合に Expressway が使用する CPL。デフォルトは<reject status='504' reason='Policy Service 

Unavailable'/>です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 DefaultCPL: "<reject status='403' reason='Service 

Unavailable'/>" 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

466 

Policy Services Service [1..20] Description: <S: 0,64> 

自由形式のポリシーサービスの説明。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Description: "Conference management service" 

Policy Services Service [1..20] HTTPMethod: <POST/GET> 

リモートサービスに使用する HTTP 方式のタイプを指定します。デフォルトは POST です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 HTTPMethod: POST 

Policy Services Service [1..20] Name: <S: 0,50> 

このサービスポリシーに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Name: "Conference handler" 

Policy Services Service [1..20] Password: <S: 0,82> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するパスワードを指定します。プレーンテキストの最大長は 30 文字

で、これらの文字は暗号化されます。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Password: "password123" 

Policy Services Service [1..20] Path: <S: 0,255> 

リモートサービスの URL を指定します。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Path: "service" 

Policy Services Service [1..20] Protocol: <HTTP/HTTPS> 

リモートサービスに接続するために使用するプロトコルを指定します。デフォルトは HTTPS です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Protocol: HTTPS 

Policy Services Service [1..20] Server [1..3] Address: <S: 0,128> 

リモートサービスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Server 1 Address: "192.168.0.0" 

Policy Services Service [1..20] Status Path: <S: 0..255> 

リモートサービスステータスを取得するためのパスを指定します。デフォルトは status です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 Status Path: status 

Policy Services Service [1..20] TLS CRLCheck Mode: <On/Off> 

ポリシーサービスによって提供された証明書の証明書失効リストのチェックを制御します。有効になっている場合は、サーバの X.509 証明書が、

その証明書の証明書発行機関の失効リストと照合して確認されます。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 TLS CRLCheck Mode: Off 
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Policy Services Service [1..20] TLS Verify Mode: <On/Off> 

X.509 証明書のチェック、およびこの Expressway とポリシーサービス間の相互認証を制御します。有効になっている場合は、アドレスフィール

ドで指定したサーバの FQDN または IP アドレスがサーバの X.509 証明書内（サブジェクト共通名またはサブジェクト代替名のどちらかの属性）

に含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 TLS Verify Mode: On 

Policy Services Service [1..20] UserName: <S: 0,30> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するユーザ名を指定します。 

例：xConfiguration Policy Services Service 1 UserName: "user123" 

QoS Audio <0..63> 

音声トラフィックの QoS マーキング用の DSCP（Differentiated Service Code Point）の値を定義します。DSCP 値は、Expressway を介し

てルーティングされる SIP と H.323 のオーディオメディアトラフィックに、IP パケットヘッダーにそれを記述することによってスタンプ（マ

ーク）されます。IPv4 の場合は ToS フィールド、IPv6 の場合は TC フィールドに書き込まれます。値「0」は、標準のベストエフォートサー

ビスを指定します。デフォルト：46。 

変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration QoS Audio: 30 

QoS Video <0..63> 

ビデオトラフィックの QoS マーキング用の DSCP の値を定義します。DSCP 値は、Expressway を介してルーティングされる SIP と H.323 

のビデオメディアトラフィックに、IP パケットヘッダーにそれを記述することによってスタンプ（マーク）されます。IPv4 の場合は ToS フ

ィールド、IPv6 の場合は TC フィールドに書き込まれます。値「0」は、標準のベストエフォートサービスを指定します。デフォルト：34。 

変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration QoS Video: 43 

QoS XMPP <0..63> 

IM & Presence トラフィックの QoS マーキング用の DSCP の値を定義します。DSCP 値は、Expressway を介してルーティングされる 

XMPP トラフィックに、IP パケットヘッダーにそれを記述することによってスタンプ（マーク）されます。IPv4 の場合は ToS フィールド、

IPv6 の場合は TC フィールドに書き込まれます。値「0」は、標準のベストエフォートサービスを指定します。デフォルト：24。 

変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例： xConfiguration QoS XMPP:34 

QoS Signaling <0..63> 

シグナリングトラフィックの QoS マーキング用の DSCP の値を定義します。DSCP 値は、Expressway を介してルーティングされる SIP と 

H.323 のシグナリングトラフィックに、IP パケットヘッダーにそれを記述することによってスタンプ（マーク）されます。IPv4 の場合は ToS 

フィールド、IPv6 の場合は TC フィールドに書き込まれます。値「0」は、標準のベストエフォートサービスを指定します。デフォルト：

24。 

変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration QoS Signaling: 34 

Registration AllowList [1..2500] Description: <S: 0,64> 

自由形式の許可リストルールの説明。 

例：xConfiguration Registration AllowList 1 Description: "Everybody at @example.com" 
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Registration AllowList [1..2500] Pattern String: <S: 0, 60> 

許可リストに追加するエントリを指定します。エンドポイントのエイリアスの 1 つが許可リストのパターンの 1 つと一致した場合に登録が許

可されます。 

例：xConfiguration Registration AllowList 1 Pattern String: "john.smith@example.com" 

Registration AllowList [1..2500] Pattern Type: <Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

許可リスト内のエントリがプレフィックスか、サフィックスか、正規表現か、または完全一致かを指定します。デフォルトは Exact です。 

Exact：指定された文字列が 1 文字も違うことなくエイリアスと一致する必要があります。 

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。 

Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

例：xConfiguration Registration AllowList 1 Pattern Type: Exact 

Registration DenyList [1..2500] Description: <S: 0,64> 

自由形式の拒否リストルールの説明。 

例：xConfiguration Registration DenyList 1 Description: "Anybody at @nuisance.com" 

Registration DenyList [1..2500] Pattern String: <S: 0, 60> 

拒否リストに追加するエントリを指定します。エンドポイントのエイリアスの 1 つが拒否リストのパターンの 1 つと一致した場合は登録が許

可されません。 

例：xConfiguration Registration DenyList 1 Pattern String: "john.jones@example.com" 

Registration DenyList [1..2500] Pattern Type: <Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

拒否リスト内のエントリがプレフィックスか、サフィックスか、正規表現か、または完全一致かを指定します。デフォルトは Exact です。 

Exact：指定された文字列が 1 文字も違うことなくエイリアスと一致する必要があります。 

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。 

Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

例：xConfiguration Registration DenyList 1 Pattern Type: Exact 

Registration RestrictionPolicy Mode: <None/AllowList/DenyList/Directory/PolicyService> 

システムに登録できるエンドポイントを決定するときに使用するポリシーを指定します。デフォルト：None。 

None：制限はありません。 

AllowList：許可リストに設定されたエイリアスに登録しようとしているエンドポイントのみが登録できます。 

DenyList：拒否リストに設定されたエイリアスに登録しようとしているエンドポイントを除くすべてのエンドポイントが登録できます。 

Directory：ローカルディレクトリ内にあるエイリアスを登録するエンドポイントのみが登録できます。 

PolicyService：ポリシーサービスで許可されている詳細で登録するエンドポイントのみが登録できます。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Mode: None 
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Registration RestrictionPolicy Service DefaultCPL: <S: 0,255> 

リモートサービスが使用できない場合に Expressway が使用する CPL。デフォルトは<reject status='504' reason='Policy Service 

Unavailable'/>です。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service DefaultCPL: "<reject status='403' 

reason='Service Unavailable'/>" 

Registration RestrictionPolicy Service Password: <S: 0,82> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するパスワードを指定します。プレーンテキストの最大長は 30 文字

で、これらの文字は暗号化されます。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service Password: "password123" 

Registration RestrictionPolicy Service Path: <S: 0,255> 

リモートサービスの URL を指定します。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service Path: "service" 

Registration RestrictionPolicy Service Protocol: <HTTP/HTTPS> 

リモートサービスに接続するために使用するプロトコルを指定します。デフォルトは HTTPS です。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service Protocol: HTTPS 

Registration RestrictionPolicy Service Server [1..3] Address: <S: 0,128> 

リモートサービスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service Server 1 Address: "192.168.0.0" 

Registration RestrictionPolicy Service Status Path: <S: 0..255> 

リモートサービスステータスを取得するためのパスを指定します。デフォルトは status です。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service Status Path: status 

Registration RestrictionPolicy Service TLS CRLCheck Mode: <On/Off> 

ポリシーサービスによって提供された証明書の証明書失効リストのチェックを制御します。有効になっている場合は、サーバの X.509 証明書

が、その証明書の証明書発行機関の失効リストと照合して確認されます。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service TLS CRLCheck Mode: Off 

Registration RestrictionPolicy Service TLS Verify Mode: <On/Off> 

X.509 証明書のチェック、およびこの Expressway とポリシーサービス間の相互認証を制御します。有効になっている場合は、アドレスフィ

ールドで指定したサーバの FQDN または IP アドレスがサーバの X.509 証明書内（サブジェクト共通名またはサブジェクト代替名のどちらか

の属性）に含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service TLS Verify Mode: On 
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Registration RestrictionPolicy Service UserName: <S: 0,30> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するユーザ名を指定します。 

例：xConfiguration Registration RestrictionPolicy Service UserName: "user123" 

Remote Syslog [1..4] Address: <S: 0..128> 

ログを書き込む最大 4 つのリモート syslog サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。これらのサーバは、BSD または IETF 

syslog プロトコルをサポートしている必要があります。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Address: "remote_server.example.com" 

Remote Syslog [1..4] Crlcheck: <On/Off> 

syslog サーバが提供する証明書を証明書失効リスト（CRL）と照合して確認するかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Crlcheck: Off 

Remote Syslog [1..4] Format: <bsd/ietf> 

リモート syslog メッセージが作成される形式。デフォルトは bsd です。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Format: bsd 

Remote Syslog [1..4] Loglevel: <emergency/alert/critical/error/warning/notice/informational/debug> 

この syslog サーバに送信するログメッセージの最小重大度を選択します。デフォルトは informational です。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Loglevel: informational 

Remote Syslog [1..4] Mode: <bsd/ietf/ietf_secure/user_defined> 

syslog サーバにメッセージを送信するときに使用する syslog プロトコルを選択します。または、user_defined を選択してトランスポートタ

イプ、ポート、および形式を個々に設定します。デフォルトは bsd です。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Mode: bsd 

Remote Syslog [1..4] Port: <1..65535> 

使用する UDP/TCP 宛先ポート。推奨されるポート：UDP=514 TCP/TLS=6514 デフォルト：514。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Port: 514 

Remote Syslog [1..4] Transport: <udp/tcp/tls> 

syslog サーバと通信するときに使用するトランスポートプロトコル。TLS 暗号化を使用する場合、適切な CA 証明書ファイルをアップロード

する必要があります。デフォルトは UDP です。 

例：xConfiguration Remote Syslog 1 Transport: udp 

ResourceUsage Warning Activation Level: <0..100> 

コール数または登録数がライセンス供与された最大キャパシティに到達していることを Expressway がいつどのような場合に警告するかを制

御します。この数は、到達したときに警告をトリガーする最大数のパーセンテージを表します。0：警告は表示されません。デフォルト：

90。 

例：xConfiguration ResourceUsage Warning Activation Level: 90 

SIP Advanced SipMaxSize: <1..1048576> 

サーバで処理できる SIP メッセージの最大サイズ（バイト単位）を指定します。デフォルトは 32768 です。 

例：xConfiguration SIP Advanced SipMaxSize: 32768 
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SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: <1..150> 

発信 SIP TCP 接続が確立されるまで待機する最大秒数を入力します。デフォルトは 10 です。 

例：xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 10 

SIP Advanced SipTlsDhKeySize: <1024/2048/3072> 

Diffie-Hellman キー交換を使用する着信接続にデフォルトキーのサイズを指定します（ビット）。 

デフォルト：1024。注：変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 

例：xConfiguration SIP Advanced SipTlsDhKeySize: 1024 

SIP Advanced SipTlsVersions: <TLSv1/TLSv1.1/TLSv1.2/TLSv1:TLSv1.1/TLSv1:TLSv1.2/TLSv1.1:TLSv1.2/TLSv1:TLSv1.1:TLSv1.2> 

サポートされる SIP TLS プロトコルバージョンを指定します。デフォルト:TLSv1:TLSv1.1:TLSv1.2 

例：xConfiguration SIP Advanced SipTlsVersions: TLSv1.1:TLSv1.2 

SIP Authentication Digest Nonce ExpireDelta: <30..3600> 

nonce を再利用できる最大時間（秒単位）を指定します。デフォルトは 300 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication Digest Nonce ExpireDelta: 300 

SIP Authentication Digest Nonce Length: <32..512> 

SIP ダイジェスト認証で使用するために生成する nonce または cnonce の長さ。デフォルトは 60 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication Digest Nonce Length: 60 

SIP Authentication Digest Nonce Limit: <1..65535> 

保存する nonce の数の最大限度。デフォルト：10000。 

例：xConfiguration SIP Authentication Digest Nonce Limit: 10000 

SIP Authentication Digest Nonce Maximum Use Count: <1..1024> 

Expressway が生成する nonce をクライアントが使用できる最大回数。デフォルト：128。 

例：xConfiguration SIP Authentication Digest Nonce Maximum Use Count: 128 

SIP Authentication NTLM Mode: <On/Off/Auto> 

NTLM プロトコルを使用して Expressway がエンドポイントにいつチャレンジするかを制御します。デフォルトは Auto です。 

Off：Expressway は NTLM プロトコルを含むチャレンジを送信しません。 

On：Expressway は常に NTLM をチャレンジに組み込みます。 

Auto：Expressway はエンドポイントのタイプに基づいて NTLM でチャレンジするかどうかを決定します。 

例：xConfiguration SIP Authentication NTLM Mode: Auto 

SIP Authentication NTLM SA Lifetime: <30..43200> 

NTLM セキュリティアソシエーションのライフタイムを秒単位で指定します。デフォルト：28800。 

例：xConfiguration SIP Authentication NTLM SA Lifetime: 28800 
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SIP Authentication NTLM SA Limit: <1..65535> 

保存する NTLM セキュリティアソシエーションの最大数。デフォルトは 10000 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication NTLM SA Limit: 10000 

SIP Authentication Retry Limit: <1..16> 

403 Forbidden 応答を受信する前に、認証の失敗によって SIP UA がチャレンジする回数。これが SIP ダイジェストのチャレンジ（NTLM 以

外のチャレンジ）のみにみ適用されます。デフォルトは 3 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication Retry Limit: 3 

SIP Domain [1..200] Authzone: <S: 0,128> 

このドメインの SIP メッセージのクレデンシャルチェックを委任するときに使用するトラバーサルゾーン。 

例：xConfiguration SIP Domain 1 Authzone: "traversalzone" 

SIP Domain [1..200] Edge: <On/Off> 

リモートおよびモバイルのコラボレーション機能が有効かどうか。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP Domain 1 Edge: On 

SIP Domain [1..200] Name: <S: 0,128> 

この Expressway が権限を持つドメインを指定します。ドメイン名は複数のレベルで構成できます。各レベルの名前に使用できるのは文字、

数字、ハイフンのみで、各レベルはピリオド（ドット）で区切ります。レベル名はハイフンで開始または終了できません。また、最後のレベ

ル名は文字で開始する必要があります。有効なドメインの例としては、「100.example-name.com」などがあります。 

例：xConfiguration SIP Domain 1 Name: "100.example-name.com" 

SIP Domain [1..200] Sip: <On/Off> 

Expressway はこのドメインの SIP レジストラとして機能し、このドメインを含むエイリアスで登録を試みるすべての SIP エンドポイントの

登録要求を受け入れるかどうかを指定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP Domain 1 Sip: On 

SIP GRUU Mode: <On/Off> 

GRUU（RFC5627）サポートがアクティブかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP GRUU Mode: On 

SIP MediaRouting ICE Mode: <On/Off> 

ICE 参加者が NAT デバイスの背後まで通過する場合に ICE から ICE 以外のコールのメディアを Expressway が取得するかどうかを制御します。

デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP MediaRouting ICE Mode: Off 

SIP Mode: <On/Off> 

Expressway が SIP レジストラと SIP プロキシの機能を提供するかどうかを決定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP Mode: On 
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SIP PreRoutedRouteHeader: <S:0,128> 

事前にルーティングした新しいルートヘッダーパスの通過を許可する要求メッセージを制御します。 

X12.5 と同様に、このフラグは SIP REGISTER メッセージに対してのみ使用できます。 

例：xConfiguration SIP PreRoutedRouteHeader: "REGISTER" 

SIP Registration Call Remove: <Yes/No> 

SIP 登録の期限が切れか、または削除されたときに、関連付けられたコールをドロップするかどうかを指定します。デフォルトは No です。 

例：xConfiguration SIP Registration Call Remove: No 

SIP Registration Outbound Flow Timer: <0..600> 

アウトバウンド登録応答内の Flow-Timer ヘッダーの値を指定します。ユーザエージェントがキープアライブを送信していない場合に、サー

バが登録フローが終了したと見なした後の秒数を定義します。デフォルトは 0 です（ヘッダーは追加されません）。 

例：xConfiguration SIP Registration Outbound Flow Timer: 0 

SIP Registration Outbound Refresh Maximum: <30..7200> 

アウトバウンド登録の SIP 登録更新期間の最大許容値。これよりも大きな値の要求には、小さな値（[アウトバウンド登録更新戦略

（Outbound registration refresh strategy）] に従って計算されます）が返されることになります。デフォルトは 3600 秒です。 

例：xConfiguration SIP Registration Outbound Refresh Maximum: 3600 

SIP Registration Outbound Refresh Minimum: <30..7200> 

アウトバウンド登録についての SIP 登録更新期間の最小許容値。この値よりも小さな値の要求は、「423 Interval Too Brief」応答で登録が拒

否されます。デフォルトは 300 秒です。 

例：xConfiguration SIP Registration Outbound Refresh Minimum: 300 

SIP Registration Outbound Refresh Strategy: <Maximum/Variable> 

アウトバウンド登録についての SIP 登録有効期限の生成に使用する方法。デフォルトは Variable です。 

Maximum：設定した最大更新値と登録で要求された値のうちの小さいほうを使用します。 

Variable：設定した最小更新値と、設定した最大更新値と登録で要求された値のいずれか小さいほうの値の間でランダム値を生成します。 

例：xConfiguration SIP Registration Outbound Refresh Strategy: Variable 

SIP Registration Proxy Mode: <Off/ProxyToKnownOnly/ProxyToAny> 

プロキシ登録をどのように処理するかを指定します。デフォルトは Off です。 

Off：登録要求はプロキシ経由で送信されません。 

ProxyToKnownOnly：登録要求はプロキシ経由でネイバーのみに送信されます。 

ProxyToAny：登録要求は、Expressway の既存のコール処理ルールに従ってプロキシ経由で送信されます。 

例：xConfiguration SIP Registration Proxy Mode: Off 
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SIP Registration Standard Refresh Maximum: <30..7200> 

標準的な登録についての SIP 登録更新期間の最大許容値。これよりも大きな値の要求では小さな値が返されることになります。その値は、標

準的な登録更新戦略に従って計算されます。デフォルトは 60 秒です。 

例：xConfiguration SIP Registration Standard Refresh Maximum: 60 

SIP Registration Standard Refresh Minimum: <30..3600> 

標準的な登録についての SIP 登録更新期間の最小許容値。この値よりも小さな値の要求は、「423 Interval Too Brief」応答で登録が拒否されま

す。デフォルトは 45 秒です。 

例：xConfiguration SIP Registration Standard Refresh Minimum: 45 

SIP Registration Standard Refresh Strategy: <Maximum/Variable> 

標準的な登録についての SIP 登録有効期限の生成に使用する方法。デフォルトは Maximum です。 

Maximum：設定した最大更新値と登録で要求された値のうちの小さいほうを使用します。 

Variable：設定した最小更新値と、設定した最大更新値と登録で要求された値のいずれか小さいほうの値の間でランダム値を生成します。 

例：xConfiguration SIP Registration Standard Refresh Strategy: Maximum 

SIP Require Duo Video Mode: <On/Off> 

Expressway でサポートするエンドポイントに com.tandberg.sdp.duo.enable 拡張子を使用する必要があるかどうかを制御します。デフォル

トは On です。 

例：xConfiguration SIP Require Duo Video Mode: On 

SIP Require UDP BFCP Mode: <On/Off> 

Expressway でサポートするエンドポイントに com.tandberg.udp.bfcp 拡張子を使用する必要があるかどうかを制御します。デフォル 

トは On です。 

例：xConfiguration SIP Require UDP BFCP Mode: On 

SIP Routes Route [1..20] Address: <S:0,39> 

一致している SIP 要求が転送されるこのルートのネクストホップの IP アドレスを指定します。注：このコマンドは、開発者のみが使用できま

す。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Address: "127.0.0.1" 

SIP Routes Route [1..20] Authenticated: <On/Off> 

認証した要求を転送するかどうか。デフォルトは Off です。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

On：着信メッセージが認証されている場合にのみ、要求をルートに転送します。 

Off：このルートに一致するメッセージを常に転送します。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Authenticated: On 

SIP Routes Route [1..20] Header Name: <S:0,64> 

照合する SIP ヘッダーフィールドの名前（Event など）。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Header Name: "Event" 
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SIP Routes Route [1..20] Header Pattern: <S:0,128> 

指定した SIP ヘッダーフィールドと照合する正規表現。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Header Pattern: "(my-event-package)(.*)" 

SIP Routes Route [1..20] Method: <S:0,64> 

このルートを選択するために照会する SIP メソッド（INVITE、SUBSCRIBE など）。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Method: "SUBSCRIBE" 

SIP Routes Route [1..20] Port: <1..65534> 

一致している SIP 要求がルーティングされるこのルートのネクストホップ上のポートを指定します。デフォルトは 5060 です。注：このコマ

ンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Port: 22400 

SIP Routes Route [1..20] Request Line Pattern: <S:0,128> 

SIP 要求の行と照合する正規表現。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Request Line Pattern: ".*@(%localdomains%|%ip%)" 

SIP Routes Route [1..20] Tag: <S:0,64> 

作成するルートを識別するために外部アプリケーションが指定したタグ値。注：このコマンドは、開発者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Tag: "Tag1" 

SIP Routes Route [1..20] Transport: <UDP/TCP/TLS> 

このルートに転送された SIP メッセージに使用するトランスポートタイプを決定します。デフォルトは TCP です。注：このコマンドは、開発

者のみが使用できます。 

例：xConfiguration SIP Routes Route 1 Transport: TCP 

SIP Session Refresh Minimum: <90..7200> 

SIP コールのセッション更新間隔を Expressway がネゴシエートする最小値。詳細については、RFC 4028 の Min-SE ヘッダーの定義を参照

してください。デフォルトは 500 です。 

例：xConfiguration SIP Session Refresh Minimum: 500 

SIP Session Refresh Value: <90..86400> 

SIP コールのセッション更新要求間に許容される最大時間。詳細については、RFC 4028 の Session-Expires の定義を参照してください。デ

フォルトは 1800 です。 

例：xConfiguration SIP Session Refresh Value: 1800 

SIP TCP Mode: <On/Off> 

TCP プロトコルを使用した着信 SIP コールと発信 SIP コールを許可するかどうかを決定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP TCP Mode: On 
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SIP TCP Outbound Port End: <1024..65534> 

アウトバウンド TCP/TLS SIP 接続で使用する範囲内の上位ポートを指定します。デフォルトは 29999 です。 

例：xConfiguration SIP TCP Outbound Port End: 29999 

SIP TCP Outbound Port Start: <1024..65534> 

アウトバウンド TCP/TLS SIP 接続で使用する範囲内の下位ポートを指定します。デフォルトは 25000 です。 

例：xConfiguration SIP TCP Outbound Port Start: 25000 

SIP TCP Port: <1024..65534> 

着信 SIP TCP コールのリスニングポートを指定します。デフォルトは 5060 です。 

例：xConfiguration SIP TCP Port: 5060 

SIP TLS Certificate Revocation Checking CRL Mode: <On/Off> 

証明書失効リスト（CRL）を証明書失効確認を実行するために使用するかどうかを制御します。CRL は Expressway に手動でダウンロードす

るか、または事前に設定された URI から自動的にダウンロードするか、あるいは X.509 証明書に含まれた CRL 配布ポイント（CDP）URI か

ら自動的にダウンロードすることができます。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP TLS Certificate Revocation Checking CRL Mode: On 

SIP TLS Certificate Revocation Checking CRL Network Fetch Mode: <On/Off> 

X.509 証明書に含まれる CDP URI からの CRL のダウンロードを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP TLS Certificate Revocation Checking CRL Network Fetch Mode: On 

SIP TLS Certificate Revocation Checking Mode: <On/Off> 

失効確認が SIP TLS 接続の確立時に交換された証明書に対し実行されるかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP TLS Certificate Revocation Checking Mode: Off 

SIP TLS Certificate Revocation Checking OCSP Mode: <On/Off> 

Online Certificate Status Protocol（OCSP）を証明書失効確認を実行するために使用するかどうかを制御します。OCSP を使用するには、チ

ェック対象の X.509 証明書に OCSP レスポンダの URI が含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP TLS Certificate Revocation Checking OCSP Mode: On 

SIP TLS Certificate Revocation Checking Source Inaccessibility Behavior: <Ignore/Fail> 

失効の送信元に接続できない場合の失効確認動作を制御します。デフォルトは Fail です。 

Fail：失効しているものとして証明書を処理します（したがって、TLS 接続は許可しません）。 

Ignore：失効していないものとして証明書を処理します。 

例：xConfiguration SIP TLS Certificate Revocation Checking Source Inaccessibility Behavior: Fail 

SIP TLS Mode: <On/Off> 

TLS プロトコルを使用した着信 SIP コールと発信 SIP コールを許可するかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SIP TLS Mode: On 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

477 

SIP TLS Port: <1024..65534> 

着信 SIP TLS コールのリスニングポートを指定します。デフォルトは 5061 です。 

例：xConfiguration SIP TLS Port: 5061 

SIP UDP Mode: <On/Off> 

UDP プロトコルを使用した着信 SIP コールと発信 SIP コールを許可するかどうかを決定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration SIP UDP Mode: On 

SIP UDP Port: <1024..65534> 

着信 SIP UDP コールのリスニングポートを指定します。デフォルト：5060。 

例：xConfiguration SIP UDP Port: 5060 

SNMP CommunityName: <S: 0, 16> 

Expressway の SNMP コミュニティ名。デフォルト：public 

例：xConfiguration SNMP CommunityName: "public" 

SNMP SystemContact: <S: 0, 70> 

Expressway の問題についての問い合わせが可能な担当者の名前。デフォルトは Administrator です。 

例：xConfiguration SNMP SystemContact: Administrator 

SNMP SystemLocation: <S: 0, 70> 

The physical location of the system. 

例：xConfiguration SNMP SystemLocation: "Server Room 128" 

SNMP V1Mode: <On/Off> 

SNMP バージョン 1 のサポートを有効または無効にします。デフォルトは Off です。 

例：Configuration SNMP V1Mode: Off 

SNMP V2cMode: <On/Off> 

SNMP バージョン 2c のサポートを有効または無効にします。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SNMP V2cMode: On 

SNMP V3AuthenticationMode: <On/Off> 

SNMP バージョン 3 の認証を有効または無効にします。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SNMP V3AuthenticationMode: On 

SNMP V3AuthenticationPassword: <S: 0,215> 

SNMP バージョン 3 の認証パスワードを設定します。パスワードは 8 文字以上にする必要があります。 

例：xConfiguration SNMP V3AuthenticationPassword: "password123" 
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SNMP V3AuthenticationType: <MD5/SHA> 

SNMP バージョン 3 の認証タイプを設定します。デフォルトは SHA です。 

例：xConfiguration SNMP V3AuthenticationType: SHA 

SNMP V3Mode: <On/Off> 

SNMP バージョン 3 のサポートを有効または無効にします。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SNMPV3 Mode: On 

SNMP V3PrivacyMode: <On/Off> 

SNMP バージョン 3 のプライバシーを有効または無効にします。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration SNMP V3PrivacyMode: On 

SNMP V3PrivacyPassword: <S: 0,215> 

SNMP バージョン 3 のプライバシーパスワードを設定します。パスワードは 8 文字以上にする必要があります。 

例：xConfiguration SNMP V3PrivacyPassword: "password123" 

SNMP V3PrivacyType: <AES> 

SNMP バージョン 3 のプライバシータイプを設定します。デフォルトは AES です。 

例：xConfiguration SNMP V3PrivacyType: AES 

SNMP V3UserName: <S: 0,70> 

SNMP V3 を使用するときに使用するユーザ名を設定します。 

例：xConfiguration SNMP V3UserName: "user123" 

SystemUnit Maintenance Mode: <On/Off> 

メンテナンスモードに Expressway を設定します。新しいコールと登録は拒否され、既存のコールと登録は期限切れにできます。デフォルト

は Off です。 

例：xConfiguration SystemUnit Maintenance Mode: Off 

SystemUnit Name: <S:, 0, 50> 

Expressway の名前を定義します。システム名は Web インターフェイスのさまざまな場所やユニットの前面パネルに表示されます。システム

を一意に識別する名前を選択します。 

例：xConfiguration SystemUnit Name: "MainHQ" 

TimeZone Name: <S: 0, 64> 

Expressway のローカルタイムゾーンを設定します。タイムゾーンの名前は、POSIX 命名規則（Europe/London や America/New_York な

ど）に従います。デフォルトは GMT です。 

例：xConfiguration TimeZone Name: "GMT" 
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Transform [1..100] Description: <S: 0,64> 

自由形式のトランスフォーメーションの説明。 

例：xConfiguration Transform [1..100] Description: "Change example.net to example.com" 

Transform [1..100] Pattern Behavior: <Strip/Replace> 

エイリアスをどのように変更するかを示します。デフォルトは Strip です。 

Strip：一致しているプレフィックスまたはサフィックスをエイリアスから削除します。 

Replace：置換文字列内のテキストでエイリアスの一致している部分を置換します。 

AddPrefix：エイリアスの前に置換文字列を追加します。 

AddSuffix：エイリアスの後ろに置換文字列を追加します。 

例：xConfiguration Transform 1 Pattern Behavior: Replace 

Transform [1..100] Pattern Replace: <S: 0, 60> 

選択したパターン動作とともに使用するテキスト文字列。 

例：xConfiguration Transform 1 Pattern Replace: "example.com" 

Transform [1..100] Pattern String: <S: 0, 60> 

エイリアスと比較するパターン。 

例：xConfiguration Transform 1 Pattern String: "example.net" 

Transform [1..100] Pattern Type: <Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

適用するトランスフォーメーションで、パターン文字列をエイリアスとどのように照合するか。デフォルトは Prefix です。 

Exact：指定された文字列全体がエイリアスと 1 文字も違うことなく完全に一致する必要があります。 

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。 

Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

例：xConfiguration Transform 1 Pattern Type: Suffix 

Transform [1..100] Priority: <1..65534> 

指定したトランスフォーメーションにプライオリティを割り当てます。トランスフォーメーションはプライオリティ順に着信メッセージと比

較されます。また、プライオリティはトランスフォーメーションごとに一意である必要があります。デフォルトは 1 です。 

例：xConfiguration Transform 1 Priority: 10 
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Transform [1..100] State: <Enabled/Disabled> 

トランスフォーメーションが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効になっているトランスフォーメーションは無視されま

す。 

例：xConfiguration Transform 1 State: Enabled 

Traversal Media Port End: <1025..65533> 

トラバーサルコールでは（Expressway がシグナリングとともにメディアも取得する）、メディアに使用する範囲の上位ポートを指定しま

す。ポートはこの範囲からペアで割り当てられ、各ペアの最初は偶数になります。したがって、この範囲は奇数で終了する必要があります。

デフォルトは 59999 です。 

例：xConfiguration Traversal Media Port End: 59999 

Traversal Media Port Start: <1024..65532> 

トラバーサルコールでは（Expressway がシグナリングとともにメディアも取得する）、メディアに使用する範囲の下位ポートを指定しま

す。ポートはこの範囲からペアで割り当てられ、各ペアの最初は偶数になります。したがって、この範囲は偶数で始まる必要があります。デ

フォルトは 36000 です。 

例：xConfiguration Traversal Media Port Start: 36000 

Traversal Server H323 Assent CallSignaling Port: <1024..65534> 

Assent シグナリングに使用する Expressway 上のポート。デフォルトは 2776 です。 

例：xConfiguration Traversal Server H323 Assent CallSignaling Port: 2777 

Traversal Server H323 H46018 CallSignaling Port: <1024..65534> 

H460.18 シグナリングに使用する Expressway 上のポート。デフォルトは 2777 です。 

例：xConfiguration Traversal Server H323 H46018 CallSignaling Port: 2777 

xConfiguration Traversal Server TURN Authentication Mode: <On/Off>> 

サーバで要求の認証を必要とするかどうかを指定します。有効にすると、サーバはその応答も認証します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Authentication Mode: On 

Traversal Server TURN Authentication Realm: <S: 1,128> 

認証チャレンジでサーバが送信するレルム。デフォルトは TANDBERG です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Authentication Realm: "TANDBERG" 

Traversal Server TURN Authentication Remote Mode: <On/Off> 

サーバが要求を認証する必要があるかどうかを決定します。有効にすると、サーバはその応答も認証します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Authentication Remote Mode: On 
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Traversal Server TURN Media Port End: <1024..65534> 

TURN リレーに使用する範囲の上位ポート。デフォルトは 61799 です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Media Port End: 61799 

Traversal Server TURN Media Port Start: <1024..65534> 

TURN リレーに使用する範囲の下位ポート。デフォルトは 60000 です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Media Port Start: 60000 

Traversal Server TURN Mode: <On/Off> 

Expressway が TURN サービスをトラバーサルクライアントに提供するかどうかを決定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Mode: Off 

Traversal Server TURN Port: <1024..65534> 

TURN 要求のリスニングポート。デフォルトは 3478 です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN Port: 3478 

 

Traversal Server TURN PortRangeEnd: <1024..65534> 

TURN 要求に使用する範囲の上位ポート。デフォルトは 3483 です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN PortRangeEnd: 3483 

Traversal Server TURN PortRangeStart: <1024..65534> 

TURN 要求に使用する範囲の下位ポート。デフォルトは 3478 です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN PortRangeStart: 3478 

Traversal Server TURN ProtocolMode: <TCP/UDP/Both> 

TURN 要求に許可されたプロトコル。デフォルトは Both です。 

例：xConfiguration Traversal Server TURN ProtocolMode: Both 

XCP DelayedRestart EnableDelayedRestart: <On/Off> 

Cisco XCP ルータの遅延再起動機能が有効かどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration DelayedRestart EnableDelayedRestart: On 

XCP DelayedRestart EnableScheduledRestart: <On/Off> 

Cisco XCP ルータのスケジュール設定された再起動が有効かどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration XCP DelayedRestart EnableScheduledRestart: On 

XCP DelayedRestart MultitenancyEnabled: <On/Off> 

マルチテナンシーをオンにして、Cisco XCP ルータの遅延再起動を設定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration XCP DelayedRestart MultitenancyEnabled: On 
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XCP DelayedRestart ScheduledTime:  

スケジュール設定された再起動が実行される毎日の時刻。 

例：xConfiguration XCP DelayedRestart ScheduledTime: 01.00 

XCP DelayedRestartNotify RestartTime: 

再起動時間の通知を設定します。 

例：xConfiguration DelayedRestartNotify RestartTime: 01.00 

XCP TLS 証明書 CSV CertificateRevocationCheck:<On/Off> 

証明書失効リスト（CRL）を XCP TLS 接続の証明書失効確認を実行するために使用するかどうかを制御します。OCSP の使用に加えて、CRL 

は Expressway に手動でダウンロードするか、または事前に設定された URI から自動的にダウンロードするか、あるいは X.509 証明書に含ま

れた CRL 配布ポイント（CDP）URI から自動的にダウンロードすることができます。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS CertificateRevocationCheck: Off 

XCP TLS Certificate CVS ConvertIpToHostname: <On/Off> 

Expressway が証明書の確認のために自動的に XCP ピアの IP アドレスを FQDN に変換するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS ConvertIpToHostname: On 

XCP TLS Certificate CVS CrlNetworkFetchEnabled: <On/Off> 

Expressway にその X.509 証明書に含まれる CDP URI からの CRL のダウンロードを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On で

す。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS CrlNetworkFetchEnabled: On 

XCP TLS Certificate CVS EnableCvs: <On/Off> 

XCP TLS 接続時に XCP ピアの証明書を確認するかどうかを制御します。Off にすると、そのほかすべての XCP TLS 証明書 CVS の設定オプ

ションが無効になります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS EnableCvs: On 

XCP TLS Certificate CVS FailOnInaccessibleSource: <On/Off> 

失効の送信元に接続できない場合の証明書の確認動作を制御します。 

On：失効しているものとして証明書を処理します（したがって、TLS 接続は許可しません）。Off：失効していないものとして証明書 

を処理します。 

デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS FailOnInaccessibleSource: On 

XCP TLS Certificate CVS UseCrl: <On/Off> 

Expressway が XCP TLS 接続の確立の間で交換される証明書の失効するには、CRL を確認するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS UseCrl: On 
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XCP TLS Certificate CVS UseOcsp: <On/Off> 

証明書をキャンセルかどうか確認するには、Expressway OCSP を使用できるかどうかを制御します。証明書失効のチェックを実行します。

OCSP を使用するには、チェック対象の X.509 証明書に OCSP レスポンダの URI が含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS UseOcsp: On 

XCP TLS Certificate CVS VerifyHostname: <On/Off> 

Expressway が自身のピア設定に対する XCP ホストの証明書からのホスト名を確認するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration XCP TLS Certificate CVS VerifyHostname: On 

Zones DefaultZone Authentication Mode: <DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/CheckCredentials> 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理する

か、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから発信

される SIP メッセージかによって動作が異なります。デフォルトは DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 

Zones DefaultZone SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシー。デ

フォルトは Auto です。 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones DefaultZone SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：Zones DefaultZone SIP Media ICE Support: On 

Zones DefaultZone SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone SIP Multistream Mode: Off 
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Zones DefaultZone SIP Record Route Address Type: <IP/Hostname> 

Expressway がその IP アドレスを使用するか、このゾーンへの発信 SIP 要求の Record-Route または Path ヘッダーのホスト名を使用するかを制

御します。注：ホスト名にこの値を設定すると、有効な DNS システムホスト名も Expressway で設定する必要があります。デフォルトは IP で

す。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone SIP Record Route Address Type: IP 

Zones DefaultZone SIP SipUpdateRefresh Support: <On/Off> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、こ

のゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。

デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone SIP SipUpdateRefresh Support: Off 

Zones DefaultZone SIP TLS Verify Mode: <On/Off> 

外部サービスによって提供される証明書に記載されているホスト名を Expressway で検証するかどうかを制御します。有効にすると、証明書

のホスト名（共通名とも呼ぶ）は、デフォルトゾーンのアクセスルールで指定されたパターンと照合されます。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones DefaultZone SIP TLS Verify Mode: Off 

Zones LocalZone DefaultSubZone Authentication Mode: <DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/CheckCredentials> 

Expressway がこのサブゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理

するか、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから

発信される SIP メッセージかによって動作が異なります。デフォルトは DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 

Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Inter Limit: <1..100000000> 

デフォルトサブゾーン内のエンドポイントで送受信するすべてのコールの帯域幅制限（モードが Limited に設定されている場合にのみ適

用）。デフォルトは 1920 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Inter Limit: 1920 

Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Inter Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

デフォルトサブゾーン内のエンドポイントで送受信するすべてのコールの帯域幅に制限を設けるかどうかを制御します。デフォルトは 

Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。デフォルトサブゾーンではコールを送受信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Inter Mode: Limited 

Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Intra Limit: <1..100000000> 

デフォルトサブゾーン内の 2 つのエンドポイント間のすべてのコールの帯域幅制限（モードが Limited に設定されている場合にのみ適用）。

デフォルトは 1920 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Intra Limit: 1920 
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Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Intra Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

デフォルトサブゾーン内の 2 つのエンドポイント間のいずれかのコールの帯域幅に制限を設けるかどうかを制御します。デフォルトは 

Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。デフォルトサブゾーン内ではコールを発信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth PerCall Intra Mode: Limited 

Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth Total Limit: <1..100000000> 

デフォルトサブゾーンの総帯域幅制限を設定します（モードが Limited に設定されている場合にのみ適用）。デフォルトは 500000 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth Total Limit: 500000 

Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth Total Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

デフォルトサブゾーンにエンドポイントが常に使用する総帯域幅の制限を設けるかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。デフォルトサブゾーン内ではコールを送受信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Bandwidth Total Mode: Limited 

Zones LocalZone DefaultSubZone Registrations: <Allow/Deny> 

デフォルトサブゾーンに割り当てられている登録を受け入れるかどうかを制御します。デフォルトは Allow です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone Registrations: Allow 

Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このサブゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシ

ー。デフォルト：Auto 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Media ICE Support: On 

Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone SIP Multistream Mode: Off 
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Zones LocalZone DefaultSubZone SIP SipUpdateRefresh Support: <On/Off> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、こ

のゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。

デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone DefaultSubZone SIP SipUpdateRefresh Support: On 

Zones LocalZone SIP Record Route Address Type: <IP/Hostname> 

Expressway がその IP アドレスを使用するか、このゾーンへの発信 SIP 要求の Record-Route または Path ヘッダーのホスト名を使用するかを 

制御します。注：ホスト名にこの値を設定すると、有効な DNS システムホスト名も Expressway で設定する必要があります。デフォルトは IP  

です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SIP Record Route Address Type: IP 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Description: <S: 0,64> 

自由形式のメンバーシップルールの説明。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Description: "Office-based staff" 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Name: <S: 0,50> 

このメンバーシップルールに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Name: "Office Workers" 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Pattern String: <S: 0,60> 

エイリアスを比較するパターンを指定します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Pattern String: "@example.com" 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Pattern Type: <Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

パターンとエイリアスを照合する方法。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Pattern Type: Suffix 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Priority: <1..65534> 

エンドポイントのアドレスが複数のルールを満たす場合に、ルールを適用する順序（および、そのために、エンドポイントを割り当てるサブ

ゾーン）を決定します。最もプライオリティの高いルール（1、次が 2、その次が 3 など）が最初に適用されます。複数のサブネットルールが

同じプライオリティの場合、最も大きなプレフィックス長を持つルールが最初に適用されます。エイリアスパターンマッチルールで同じプラ

イオリティのものは、設定順に検索されます。デフォルトは 100 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Priority: 100 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] State: <Enabled/Disabled> 

メンバーシップルールが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効になっているメンバーシップルールは無視されます。デ

フォルトは Enabled です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 State: Enabled 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] SubZoneName: <S: 0,50> 

アドレスがこのルールを満たす場合にエンドポイントを割り当てるサブゾーン。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 SubZoneName: "Branch Office" 
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Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Subnet Address: <S: 0,39> 

このサブネットを識別するために（プレフィクス長とともに）使用する IP アドレス指定します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Subnet Address: "192.168.0.0" 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Subnet PrefixLength: <1..128> 

このサブネットに所属するために IP アドレスと一致する必要があるサブネットアドレスのビット数。デフォルトは 32 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Subnet PrefixLength: 32 

Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule [1..3000] Type: <Subnet/AliasPatternMatch> 

このルールに適用するアドレスのタイプ。 

Subnet：IP アドレスが設定した IP アドレスサブネットに含まれる場合は、デバイスを割り当てます。 

AliasPatternMatch：エイリアスが設定したパターンと一致する場合は、デバイスを割り当てます。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Type: Subnet 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Authentication Mode: 
<DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/CheckCredentials> 

Expressway がこのサブゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理

するか、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから

発信される SIP メッセージかによって動作が異なります。詳細については、『Administrator Guide』を参照してください。デフォルトは 

DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth PerCall Inter Limit: <1..100000000> 

このサブゾーン内のエンドポイントで送受信するいずれかのコールに帯域幅制限（kbps 単位）（モードが Limited に設定されている場合にの

み適用）。デフォルトは 1920 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth PerCall Inter Limit: 1920 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth PerCall Inter Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

サブゾーン内のエンドポイントで送受信するいずれかのコールの帯域幅に制限を設けるかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited  

です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。このサブゾーンではコールを送受信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth PerCall Inter Mode: Limited 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth PerCall Intra Limit: <1..100000000> 

このサブゾーン内の 2 つのエンドポイントのいずれかのコールに帯域幅制限（モードが Limited に設定されている場合にのみ適用）。デフォ

ルトは 1920 です。 

例：Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth PerCall Intra Limit: 1920 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth PerCall Intra Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

このサブゾーン内の 2 つのエンドポイントで送受信するいずれかのコールの帯域幅に制限を設けるかどうかを決定します。デフォルトは 

Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。このサブゾーンではコールを発信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth PerCall Intra Mode: Limited 
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Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth Total Limit: <1..100000000> 

このサブゾーンの総帯域幅制限を設定します（モードが Limited に設定されている場合にのみ適用）。デフォルトは 500000 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth Total Limit: 500000 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Bandwidth Total Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

このサブゾーンにエンドポイントが常に使用するコールの総帯域幅の制限を設けるかどうかを制御します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。このサブゾーンから、またはこのサブゾーン内でコールを発信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Bandwidth Total Mode: Limited 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Name: <S: 0, 50> 

このサブゾーンに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Name: "BranchOffice" 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] Registrations: <Allow/Deny> 

このサブゾーンに割り当てられている登録を受け入れるかどうかを制御します。デフォルトは Allow です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 Registrations: Allow 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このサブゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシ

ー。デフォルト：Auto 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones SubZone 1 SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones Subzone 1 SIP Media ICE Support: On 
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Zones LocalZone SubZones SubZone [1..1000] SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones Subzone 1 SIP Multistream Mode: Off 

Zones LocalZone Traversal H323 Assent Mode: <On/Off> 

ファイアウォールトラバーサルに Assent モードを使用する H.323 コールを許可するかどうかを決定します。Expressway に直接登録されて

いるトラバーサル対応エンドポイントに適用します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 Assent Mode: On 

Zones LocalZone Traversal H323 H46018 Mode: <On/Off> 

ファイアウォールトラバーサルに H460.18 モードを使用する H.323 コールを許可するかどうかを決定します。Expressway に直接登録され

ているトラバーサル対応エンドポイントに適用します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 H46018 Mode: On 

Zones LocalZone Traversal H323 H46019 Demultiplexing Mode: <On/Off> 

Expressway に直接登録されているトラバーサル対応のエンドポイントからのコールに Expressway が逆多重化モードで動作するかどうかを

制御します。デフォルトは Off です。 

On：すべてのコールに同じ 2 つのポートを使用できるようにします。 

Off：各コールが個別のポートペアをメディアに使用します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 H46019 Demultiplexing Mode: Off 

Zones LocalZone Traversal H323 Preference: <Assent/H46018> 

Expressway に直接登録されているエンドポイントが Assent プロトコルと H460.18 プロトコルの両方をサポートしている場合は、この設定

で使用する Expressway を決定します。デフォルトは Assent です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 Preference: Assent 

Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe KeepAliveInterval: <1..65534> 

ファイアウォールの NAT バインドを有効に保つため、コールが確立した後に Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポ

イントが TCP プローブを送信する間隔（秒単位）を設定します。デフォルトは 20 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe KeepAliveInterval: 20 

Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe RetryCount: <1..65534> 

Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポイントが TCP プローブの送信を試行する回数を設定します。デフォルトは 5  

です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe RetryCount: 5 
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Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe RetryInterval: <1..65534> 

Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポイントが TCP プローブを送信する頻度（秒単位）を設定します。デフォル 

トは 2 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 TCPProbe RetryInterval: 2 

Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe KeepAliveInterval: <1..65534> 

ファイアウォールの NAT バインドを有効に保つため、コールが確立した後に Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポ

イントが UDP プローブを送信する間隔（秒単位）を設定します。デフォルトは 20 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe KeepAliveInterval: 20 

Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe RetryCount: <1..65534> 

Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポイントが UDP プローブの送信を試行する回数を設定します。デフォルトは 5  

です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe RetryCount: 5 

Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe RetryInterval: <1..65534> 

Expressway に直接登録されているトラバーサル対応エンドポイントが UDP プローブを送信する頻度（秒単位）を設定します。デフォル 

トは 2 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 UDPProbe RetryInterval: 2 

Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth PerCall Limit: <1..100000000> 

Expressway が処理するトラバーサルコールのいずれかに適用する帯域幅制限（kbps 単位）（モードが Limited に設定されている場合の

み）。デフォルトは 1920 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth PerCall Limit: 1920 

Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth PerCall Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

Expressway が処理するいずれかのトラバーサルコールの帯域幅に制限を設けるかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。トラバーサルコールは発信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth PerCall Mode: Limited 

Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth Total Limit: <1..100000000> 

Expressway が処理するすべてのトラバーサルコールに許可する総帯域幅制限（kbps 単位）（モードが Limited に設定されている場合 

のみ）。デフォルトは 500000 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth Total Limit: 500000 

Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth Total Mode: <Limited/Unlimited/NoBandwidth> 

Expressway が処理するすべてのトラバーサルコールの総帯域幅に制限を設けるかどうかを決定します。デフォルトは Unlimited です。 

NoBandwidth：使用可能な帯域幅はありません。トラバーサルコールは発信できません。 

例：xConfiguration Zones LocalZone TraversalSubZone Bandwidth Total Mode: Limited 
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Zones Policy Mode: <SearchRules/Directory> 

宛先の検索を試行するときに使用するモード。デフォルトは SearchRules です。 

SearchRules：クエリするゾーンとその順序を決定する設定済みの検索ルールを使用します。 

Directory：要求を正しいゾーンに送信するためにディレクトリサービスの機能を使用します。 

例：xConfiguration Zones Policy Mode: SearchRules 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Authentication: <Yes/No> 

この検索ルールを認証された検索要求にのみ適用するかどうかを指定します。デフォルトは No です。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Authentication: No 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Description: <S: 0,64> 

自由形式の検索ルールの説明。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Description: "Send query to the DNS zone" 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Mode: <AliasPatternMatch/AnyAlias/AnyIPAddress> 

クエリをターゲットゾーンに送信するかどうかを決定します。デフォルトは AnyAlias です。 

AliasPatternMatch：エイリアスが対応するパターンタイプと文字列とが一致する場合にのみ照会します。 

AnyAlias：いずれかのエイリアス（IP アドレスではない）のゾーンを照会します。 

AnyIPAddress：指定した IP アドレス（エイリアスではない）のゾーンを照会します。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Mode: AnyAlias 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Name: <S: 0,50> 

検索ルールの記述名。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Name: "DNS lookup" 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Pattern Behavior: <Strip/Leave/Replace> 

ターゲットゾーンに送信する前に、エイリアスの一致した部分を変更するかどうかを決定します（エイリアスパターンマッチモードにのみ適

用します）。デフォルトは Strip です。 

Leave：エイリアスは変更されません。 

Strip：一致するプレフィックスまたはサフィックスをエイリアスから削除します。 

Replace：エイリアスの一致部分が置換文字列のテキストで置き換えられます。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Pattern Behavior: Strip 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Pattern Replace: <S: 0,60> 

パターンに一致するエイリアスの部分を置き換える文字列（置換パターン動作にのみ適用します）。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Pattern Replace: "@example.net" 
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Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Pattern String: <S: 0,60> 

エイリアスと比較するパターン（エイリアスパターンマッチモードにのみ適用します）。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Pattern String: "@example.com" 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Pattern Type: <Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

適用するルールで、パターン文字列をどのようにエイリアスと照合するか（エイリアスパターンマッチモードにのみ適用します）。デフォル

トは Prefix です。 

Exact：指定された文字列全体がエイリアスと 1 文字も違うことなく完全に一致する必要があります。 

Prefix：指定された文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。 

Suffix：指定された文字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。 

Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Pattern Type: Suffix 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Priority: <1..65534> 

他の検索ルールのプライオリティと比較したときに、このルールを適用する検索プロセスの順序。プライオリティ 1 のすべてのルールが最初

に適用され、次にプライオリティ 2 のすべてのルールが適用されます。デフォルトは 100 です。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Priority: 100 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Progress: <Continue/Stop> 

エイリアスがこの検索ルールと一致する場合の進行中の検索動作を指定します。「Stop」を選択した場合、このルールと同じプライオリティ

のルールは適用されます。デフォルトは Continue です。 

Continue：エイリアスで特定されたエンドポイントが検出されるまで、残りの検索ルールを（プライオリティ順に）適用します。 

Stop：エイリアスで特定されたエンドポイントがターゲットゾーンで検出されない場合でも、これ以上は検索ルールを適用しま 

せん。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Progress: Continue 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Protocol: <Any/H323/SIP> 

照会するルールに必要な送信元のプロトコル。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Protocol: Any 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Source Mode: <Any/AllZones/LocalZone/Named> 

このルールを適用する要求のソース。デフォルトは Any です。 

Any：ローカル登録されたデバイス、ネイバーまたはトラバーサルゾーン、および登録されていないデバイス。 

All zones：ローカルに登録されたデバイスとネイバーまたはトラバーサルゾーン。 

Local Zone：ローカル登録されたデバイスのみ。 

Named：特定のゾーンまたはサブゾーン。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Source Mode: Any 
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Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Source Name: <S: 0..50> 

このルールを適用する送信元（サブ）ゾーンの名前。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Source Name: "Local Office" 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] State: <Enabled/Disabled> 

検索ルールが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効になっている検索ルールは無視されます。デフォルトは Enabled  

です。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 State: Enabled 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Target Name: <S: 0,50> 

エイリアスが検索ルールと一致するかどうかを照会するゾーンまたはポリシーサービス。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Target Name: "Sales Office" 

Zones Policy SearchRules Rule [1..2000] Target Type: <Zone/PolicyService> 

この検索ルールを適用するターゲットのタイプ。 

例：xConfiguration Zones Policy SearchRules Rule 1 Target Type: Zone 

Zones Zone [1..1000] DNS IncludeAddressRecord: <On/Off> 

NAPTR（SIP）レコードまたは SRV（SIP と H.323）レコードがこのゾーンを介してダイヤルされたエイリアスで検出されなかった場合は、

Expressway が A および AAAA DNS レコードを照会するかどうかを決定します。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS IncludeAddressRecord: Off 

Zones Zone [1..1000] DNS Interworking SIP Audio DefaultCodec: <G711u/G711a/G722_48/G722_56/ 

G722_64/G722_1_16/G722_1_24/G722_1_32/G722_1_48/G723_1/G728/G729/AACLD_48/AACLD_56/ 

AACLD_64/AMR> 

空の INVITE を許可しない場合に使用する音声コーデックを指定します。デフォルトは G711u です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS Interworking SIP Audio DefaultCodec: G711u 

Zones Zone [1..1000] DNS Interworking SIP EmptyInviteAllowed: <On/Off> 

Expressway がこのゾーンに送信する SIP INVITE メッセージを SDP を使用せずに生成するかどうかを制御します。SDP を使用していない 

INVITE は、宛先デバイスがコーデックの選択を開始するよう求められることを意味し、コールが H.323 からローカルにインターワーキング

されていた場合に使用されます。デフォルトは On です。 

On：SDP を使用していない SIP INVITE が生成され、このネイバーに送信されます。 

Off：SIP INVITE が生成され、事前設定された SDP が挿入されてから INVITE が送信されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS Interworking SIP EmptyInviteAllowed: On 

Zones Zone [1..1000] DNS Interworking SIP Video DefaultBitrate: <64..65535> 

空の INVITE を許可しない場合に使用するビデオビットレートを指定します。デフォルトは 384 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS Interworking SIP Video DefaultBitrate: 384 
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Zones Zone [1..1000] DNS Interworking SIP Video DefaultCodec: <None/H261/H263/H263p/H263pp/H264> 

空の INVITE を許可しない場合に使用するビデオコーデックを指定します。デフォルトは H263 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS Interworking SIP Video DefaultCodec: H263 

Zones Zone [1..1000] DNS Interworking SIP Video DefaultResolution: <None/QCIF/CIF/4CIF/SIF/4SIF/VGA/SVGA/XGA> 

空の INVITE を許可しない場合に使用すビデオ解像度を指定します。デフォルトは CIF です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS Interworking SIP Video DefaultResolution: CIF 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP Default Transport: <UDP/TCP/TLS> 

DNS NAPTR レコードと SIP URI パラメータによって必要なトランスポート情報が得られないときに DNS ゾーンからの SIP コールに使用す

るトランスポートタイプを決定します。RFC 3263 では、UDP を使用する必要があると提案しています。デフォルトは UDP です。 

例：xConfiguration Zones Zone [1..1000] DNS SIP Default Transport: UDP 

xConfiguration Zones Zone [1..1000] DNS SIP Media AesGcm Support: <Off/On> 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズムによる暗号化/復号化を有効にします。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Media AesGcm Support: On 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP SipUpdateRefresh Support: <Off/On> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、こ

のゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。

デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP SipUpdateRefresh Support: On 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシー。デ

フォルトは Auto です。 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Media ICE Support: Off 
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Zones Zone [1..1000] DNS SIP Media ICEPassThrough Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE パススルーをサポートするかどうかを制御します。デフォルト：Off 

On：このゾーンでは ICE パススルーをサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE パススルーをサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Media ICEPassThrough Support: On 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP Poison Mode: <On/Off> 

ローカル Expressway が再度受信した場合は拒否するように、このゾーンに送信された SIP 要求を「ポイゾニング」するかどうかを決定します。

デフォルトは Off です。 

On：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は拒否されます。 

Off：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は通常どおりに処理されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Poison Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP PreloadedSipRoutes Accept: <Off/On> 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オン（On）] に切り替えて、Route ヘッダーを含んだ SIP 

INVITE 要求をこのゾーンで処理できるようにします。このヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するようにするには、[プリ

ロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オフ（Off）] に切り替えます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP PreloadedSipRoutes Accept: On 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP Record Route Address Type: <IP/Hostname> 

Expressway がその IP アドレスを使用するか、このゾーンへの発信 SIP 要求の Record-Route または Path ヘッダーのホスト名を使用するかを 

制御します。注：ホスト名にこの値を設定すると、有効な DNS システムホスト名も Expressway で設定する必要があります。デフォルトは IP  

です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Record Route Address Type: IP 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP SearchAutoResponse: <On/Off> 

H.323 検索としてこのゾーン宛に発信された SIP 検索を Expressway が受信したときの動作を制御します。デフォルトは Off です。 

Off：SIP OPTION メッセージはこのゾーンに送信されます。 

On：検索に自動的に応答します。検索が転送されることはありません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP SearchAutoResponse: Off 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP TLS Verify Mode: <On/Off> 

DNS ルックアップにより返されたこの Expressway と宛先システムサーバ間の X.509 証明書チェックを制御します。有効になっている場合

は、DNS ルックアップに送信されたドメイン名（サブジェクト共通名の属性かサブジェクト代替名の属性）がサーバの X.509 証明書に含まれ

ている必要があります。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP TLS Verify Mode: On 
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Zones Zone [1..1000] DNS SIP TLS Verify Subject Name: <S: 0..128> 

トラバーサルクライアントの X.509 証明書で検索する証明書の所有者の名前（サブジェクト共通名の属性またはサブジェクト代替名の属性の

いずれかに含まれている必要があります）。空の場合は、解決された URI のドメインの部分が使用されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP TLS Verify Subject Name: "example.com" 

Zones Zone [1..1000] DNS SIP UDP BFCP Filter Mode: <On/Off> 

このゾーンに送信された INVITE 要求から UDP/BFCP をフィルタリングにより除去するかどうかを決定します。UDP/BFCP プロトコルをサポ

ートしない SIP デバイスとの相互運用性を有効にするためにこのオプションが必要な場合があります。デフォルトは Off です。 

On：UDP/BFCP プロトコルを参照しているメディア回線が TCP/BFCP で置き換えられ、無効になります。 

Off：INVITE 要求は変更されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP UDP BFCP Filter Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] DNS ZoneProfile: <Default/Custom/CiscoUnifiedCommunicationsManager/ 

CiscoUnifiedCommunicationsManagerBFCP/NortelCS1000/NonRegisteringDevice/LocalB2BUAService> 

ゾーンの詳細な設定方法を決定します。 

Default：工場出荷時の初期設定を使用します。 

Custom：各設定を個別に行うことができます。 

Preconfigured profiles：事前設定されたプロファイルのいずれかを選択して、そのタイプのシステムへの接続に必要な適切な設定を自動的に

使用します。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS ZoneProfile: Default 

Zones Zone [1..1000] ENUM DNSSuffix: <S: 0, 128> 

変換された E.164 番号に追加する DNS ゾーン。これにより、このゾーンで照会する ENUM ホスト名が作成されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 2 ENUM DNSSuffix: "e164.arpa" 

Zones Zone [1..1000] H323 Mode: <On/Off> 

このゾーンでの H.323 コールの送受信を許可するかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Zones Zone 2 H323 Mode: On 

Zones Zone [1..1000] HopCount: <1..255> 

エイリアス検索要求をこのゾーンに送信するときに使用するホップカウントを指定します。注：別のゾーンから受信した検索要求にすでにホ

ップカウントが割り当てられている場合は、2 つの値のうちの小さいほうが使用されます。デフォルトは 15 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 2 HopCount: 15 

Zones Zone [1..1000] Name: <S: 1, 50> 

このゾーンに名前を割り当てます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Name: "UK Sales Office" 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor Authentication Mode: <DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/ 
CheckCredentials> 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理する

か、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから発信

される SIP メッセージかによって動作が異なります。デフォルトは DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 

Zones Zone [1..1000] Neighbor H323 CallSignaling Port: <1024..65534> 

この Expressway で送受信する H.323 コールに使用するネイバーのポート。デフォルトは 1720 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor H323 CallSignaling Port: 1720 

Zones Zone [1..1000] Neighbor H323 Port: <1024..65534> 

この Expressway で送受信する H.323 検索に使用するネイバーのポート。デフォルトは 1719 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor H323 Port: 1719 

Zones Zone [1..1000] Neighbor H323 SearchAutoResponse: <On/Off> 

Expressway がこのゾーン宛の H323 検索を受信したときの動作を決定します。デフォルトは Off です。 

Off：LRQ メッセージがゾーンに送信されます。 

On：検索に自動的に応答します。検索が転送されることはありません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor H323 SearchAutoResponse: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Audio DefaultCodec: <G711u/G711a/G722_48/G722_56/ 
G722_64/G722_1_16/G722_1_24/G722_1_32/G722_1_48/G723_1/G728/G729/AACLD_48/AACLD_56/AACLD_64/AMR> 

空の INVITE を許可しない場合に使用する音声コーデックを指定します。デフォルトは G711u です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Audio DefaultCodec: G711u 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP EmptyInviteAllowed: <On/Off> 

Expressway がこのゾーンに送信する SIP INVITE メッセージを SDP を使用せずに生成するかどうかを決定します。SDP を使用していない 

INVITE は、宛先デバイスがコーデックの選択を開始するよう求められることを意味し、コールが H.323 からローカルにインターワーキング

されていた場合に使用されます。デフォルトは On です。 

On：SDP を使用していない SIP INVITE が生成され、このネイバーに送信されます。 

Off：SIP INVITE が生成され、事前設定された SDP が挿入されてから INVITE が送信されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP EmptyInviteAllowed: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Encryption EncryptSRTCP: <Yes/No> 

Expressway はこのゾーンへのコールで暗号化された SRTCP を提供するかどうかを制御します。Expressway は INFO 要求を送信します。デ

フォルトは No です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Encryption EncryptSRTCP: No 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Search Strategy: <Options/Info> 

H.323 コールとインターワーキングするときに Expressway が SIP エンドポイントをどのように検索するかを決定します。デフォルトは 

Options です。 

Options：Expressway は OPTIONS 要求を送信します。 

Info：Expressway は INFO 要求を送信します。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Search Strategy: Options 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Video DefaultBitrate: <64..65535> 

空の INVITE を許可しない場合に使用するビデオビットレートを指定します。デフォルトは 384 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Video DefaultBitrate: 384 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Video DefaultCodec: <None/H261/H263/H263p/H263pp/H264> 

空の INVITE を許可しない場合に使用するビデオコーデックを指定します。デフォルトは H263 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Video DefaultCodec: H263 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Interworking SIP Video DefaultResolution: <None/QCIF/CIF/4CIF/SIF/4SIF/VGA/SVGA/XGA> 

空の INVITE を許可しない場合に使用すビデオ解像度を指定します。デフォルトは CIF です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Video DefaultResolution: CIF 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Monitor: <Yes/No> 

ゾーンがそのネイバーピアをモニタするかどうかを指定します。LQR H323、または SIP OPTIONS、あるいはその両方がピアに定期的に送信

されます。いずれかのピアが応答に失敗すると、そのピアは非アクティブとマークされます。どのピアも応答を管理していない場合、そのゾ

ーンは非アクティブとマークされます。デフォルトは Yes です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Monitor: Yes 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Peer [1..6] Address: <S:0,128> 

ネイバーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。ネイバーゾーンが Expressway クラスタの場合、これはそのクラ

スタピアの 1 つになります。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Peer 1 Address: "192.44.0.18" 

Zones Zone [1..1000] Neighbor Registrations: <Allow/Deny> 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキシ経由で送信される SIP 登録を受け入れるかどうかを制御します。デフォルトは Allow です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Registrations: Allow 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor RetainConnectionOnParseErrorMode: <mode> 

形式が不正な、または破損した SIP メッセージに対するシステムの許容度を制御します。DropAll：システムは、形式が不正な、または破損し

た SIP メッセージを受信した時点で SIP 接続を閉じます。RetainSome：システムは、形式が不正でも必須ではないヘッダーが設定された SIP 

メッセージを受信した場合、SIP 接続を維持します。必須のヘッダーの形式が不正な場合は、接続を閉じます。RetainAll: システムは、(必須

ヘッダーを含む) 形式が不正なヘッダーを持つ SIP メッセージを受信しても SIP 接続を維持します。デフォルトは DropAll です。 

注： 

 Content-Length ヘッダーは例外です。設定されているモードにかかわらず、このヘッダーが存在しないか形式が不

正な場合、接続は常に閉じられます。 

 Expressway が不正な形式のメッセージを 11 個以上続けて受信した場合も、モードにかかわらず接続が閉じられます。 

 CMR Cloud 導入環境では、RetainAll モードを設定することをお勧めします。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 RetainConnectionOnParseErrorMode: RetainSome 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Authentication Trust Mode: <On/Off> 

このゾーンからの認証された SIP メッセージ（P-Asserted-Identity ヘッダーを含んでいるもの）を信頼できるかどうかを制御します。デフォ

ルトは Off です。 

On：それ以上のチャレンジを行うことなく、メッセージが信頼されます。 

Off：認証のため、メッセージにチャレンジが実行されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Authentication Trust Mode: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP B2BUA Refer Mode: <Forward/Terminate> 

SIP REFER 要求の処理方法を決定します。デフォルトは Forward です。 

Forward：SIP REFER 要求がターゲットに転送されます。 

Terminate：SIP REFER 要求は Expressway によって終了されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP B2BUA Refer Mode: Terminate 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP B2BUA Replaces Mode: <Forward/Terminate> 

Meeting Server コールブリッジグループからの INVITE メッセージに対して、Expressway でロードバランシングを処理できるようにしま

す。デフォルト：Forward 

Terminate：Expressway B2BUA が Meeting Server からの INVITE を処理します。この Expressway に登録されているエンドポイント、ある

いは隣接する VCS または Expressway に登録されているエンドポイントに対してロードバランシングを有効にする必要があります。 

Forward：Expressway は Meeting Server からの INVITE をプロキシします。エンドポイントが Unified CM に登録されている場合、Unified 

CM で代わりにこれらの INVITE を処理できるため、このオプションを使用できます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP B2BUA Replaces Mode: Terminate 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP B2BUA Service Identifier: <0..64> 

ローカル SIP Back-to-Back User Agent サービスのインスタンスを表す識別子。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP B2BUA Service Identifier: 1 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP ClassFiveResponseLiveness: <Yes/No> 

ネイバーピアからのクラス 5 の SIP 応答により、ゾーンが使用についてアライブであると見なされるようになるかどうかを指定します。デフ

ォルトは Yes です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP ClassFiveResponseLiveness: Yes 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Encryption Mode: <Auto/Microsoft/Off> 

Expressway によるこのゾーンで暗号化された SIP コールの処理方法を決定します。デフォルトは Auto です。 

Auto：セキュア SIP トランスポート（TLS）が使用されている場合、SIP コールが暗号化されます。 

Microsoft：SIP コールは MS-SRTP を使用して暗号化されます。 

Off：SIP コールは暗号化されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Encryption Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP MIME Strip Mode: <On/Off> 

複数の MIME ストリッピングをこのゾーンからの要求上で実行するかどうかを制御します。Microsoft Office Communications Server 2007 

に接続する場合は、On に設定する必要があります。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP MIME Strip Mode: Off 

xConfiguration Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Media AesGcm Support: <Off/On> 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズムによる暗号化/復号化を有効にします。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Zones Zone 1 Neighbor SIP Media AesGcm Support: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシー。デ

フォルト：Auto 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Media ICE Support: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Media ICEPassThrough Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE パススルーをサポートするかどうかを制御します。デフォルト：Off 

On：このゾーンでは ICE パススルーをサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE パススルーをサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Media ICEPassThrough Support: On 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP MediaRouting Mode: <Auto/Signaled/Latching> 

このネイバーで送受信するコールのメディアの Expressway による処理方法と、このネイバー宛のメディアを転送する場所。デフォルトは 

Auto です。 

Signaled：このネイバーで送受信されるコールのメディアは常に取得されます。このネイバーから受信した SDP でシグナリングされたとおり

に転送されます。 

Latching：このネイバーで送受信されるコールのメディアは常に取得されます。メディアは、このネイバーからのメディアを受信する IP アド

レスとポートに転送されます。 

Auto：コールがトラバーサルコールの場合にのみ、メディアが取得されます。このネイバーが NAT の背後にある場合、Expressway はこのゾ

ーンからのメディアを受信するメディアを IP アドレスとポートに転送されます（ラッチング）。または、SDP でシグナリングされた IP アド

レスとポートにメディアが転送されます（シグナリング）。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP MediaRouting Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 Neighbor SIP Multistream Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Poison Mode: <On/Off> 

ローカル Expressway が再度受信した場合は拒否するように、このゾーンに送信された SIP 要求を「ポイゾニング」するかどうかを制御しま

す。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は拒否されます。 

Off：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は通常どおりに処理されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Poison Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Port: <1024..65534> 

この Expressway で送受信する SIP コールに使用するネイバーのポートを指定します。デフォルトは 5061 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Port: 5061 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP PreloadedSipRoutes Accept: <Off/On> 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オン（On）] に切り替えて、Route ヘッダーを含んだ SIP 

INVITE 要求をこのゾーンで処理できるようにします。このヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するようにするには、[プリ

ロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オフ（Off）] に切り替えます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP PreloadedSipRoutes Accept: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP ProxyRequire Strip List: <S: 0,255> 

このゾーンから受信した SIP 要求の Proxy-Require ヘッダーを検索し、そのヘッダーから削除するオプションタグのカンマ区切りのリスト。

デフォルトでは、オプションタグは指定されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP ProxyRequire Strip List: 

"com.example.something,com.example.somethingelse" 
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Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP RFC3327 Enabled: <Yes/No> 

このゾーンに REGISTER メッセージがプロキシ転送されるときに Expressway が RFC3327 Path ヘッダーを挿入するかどうかを制御しま

す。無効にすると、Expressway が代わりに連絡先ヘッダーを書き換えて、RFC3327 をサポートしない SIP レジストラとのインターワーキン

グを許可します。デフォルトは Yes です。 

例：xConfiguration Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP RFC3327 Enabled: Yes 

注：バージョン X8.9 では MRA に使用する自動的に作成されたネイバーゾーンのこの機能を制御するスイッチを導入しました。このバージョ

ンのこれらのゾーンでは、デフォルトは No です。xConfiguration CollaborationEdge RFC3327Enabled を参照してください。 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Record Route Address Type: <IP/Hostname> 

Expressway がその IP アドレスを使用するか、このゾーンへの発信 SIP 要求の Record-Route または Path ヘッダーのホスト名を使用するか

を制御します。注：ホスト名にこの値を設定すると、有効な DNS システムホスト名も Expressway で設定する必要があります。デフォルト

は IP です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Record Route Address Type: IP 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP SearchAutoResponse: <On/Off> 

H.323 検索としてこのゾーン宛に発信された SIP 検索を Expressway が受信したときの動作を制御します。デフォルトは Off です。 

Off：SIP OPTION メッセージはこのゾーンに送信されます。 

On：検索に自動的に応答します。検索が転送されることはありません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP SearchAutoResponse: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP SipUpdateRefresh Support: <On/Off> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、この

ゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。デフ

ォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP SipUpdateRefresh Support: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP TLS Verify Mode: <On/Off> 

この Expressway とネイバーシステム間のインバウンド接続とアウトバンド接続の X.509 証明書チェックと相互認証を制御します。有効にな

っている場合は、ピアアドレスフィールドで指定したネイバーシステムの FQDN または IP アドレスがネイバーの X.509 証明書内（サブジェ

クト共通名またはサブジェクト代替名のどちらかの属性）に含まれている必要があります。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP TLS Verify Mode: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP Transport: <UDP/TCP/TLS> 

このネイバーで送受信する SIP コールに使用するトランスポートタイプを決定します。デフォルトは TLS です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP Transport: TLS 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP UDP BFCP Filter Mode: <On/Off> 

このゾーンに送信された INVITE 要求から UDP/BFCP をフィルタリングにより除去するかどうかを決定します。UDP/BFCP プロトコルをサポ

ートしない SIP デバイスとの相互運用性を有効にするためにこのオプションが必要な場合があります。デフォルトは Off です。 

On：UDP/BFCP プロトコルを参照しているメディア回線が TCP/BFCP で置き換えられ、無効になります。 

Off：INVITE 要求は変更されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP UDP BFCP Filter Mode: Off 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

503 

xConfiguration Zones Zone 1 Neighbor SIP UDP IX Filter Mode: <On/Off> 

このゾーンに送信された INVITE 要求から UDP/UDT/IX または UDP/DTLS/UDT/IX をフィルタリングにより除去するかどうかを決定します。 

UDP/UDT/IX プロトコルまたは UDP/DTLS/UDT/IX プロトコルをサポートしない SIP デバイスとの相互運用性を有効にするためにこのオプシ

ョンが必要な場合があります。デフォルトは Off です。 

On：UDP/UDT/IX プロトコルまたは UDP/DTLS/UDT/IX プロトコルを参照するメディア回線を RTP/AVP で置き換えて無効にします。 

Off：INVITE 要求は変更されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 neighbor SIP UDP IX Filter Mode: On 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SIP UPDATE Strip Mode: <On/Off> 

このゾーンで送受信するすべての要求と応答の Allow ヘッダーから Expressway が UPDATE メソッドを削除するかどうかを制御します。デ

フォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP UPDATE Strip Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] Neighbor SignalingRouting Mode: <Auto/Always> 

このネイバーで送受信するコールのシグナリングを Expressway がどのように処理するかを指定します。デフォルトは Auto です。 

Auto：コールルーテッドモードの設定に従ってシグナリングを取得します。 

Always：コールルーテッドモードの設定に関係なく、ネイバーで送受信するコールのシグナリングを常に取得します。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SignalingRouting Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] Neighbor ZoneProfile: <Default/Custom/CiscoUnifiedCommunicationsManager/ 

CiscoUnifiedCommunicationsManagerBFCP/NortelCS1000/NonRegisteringDevice/LocalB2BUAService> 

ゾーンの詳細な設定方法を決定します。 

Default：工場出荷時の初期設定を使用します。 

Custom：各設定を個別に行うことができます。 

Preconfigured profiles：事前設定されたプロファイルのいずれかを選択して、そのタイプのシステムへの接続に必要な適切な設定を自動的に

使用します。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor ZoneProfile: Default 

Zones Zone [1..1000] SIP Mode: <On/Off> 

このゾーンでの SIP コールの送受信を許可するかどうかを決定します。デフォルトは On です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 SIP Mode: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient Authentication Mode: <DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/CheckCredentials> 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理する

か、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから発信

される SIP メッセージかによって動作が異なります。デフォルトは DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 
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Zones Zone [1..1000] TraversalClient Authentication Password: <S: 0,215> 

トラバーサルサーバに接続するときに Expressway で使用するパスワード。プレーンテキストの最大長は 128 文字で、暗号化されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient Authentication Password: "password123" 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient Authentication UserName: <S: 0,128> 

トラバーサルサーバに接続するときに Expressway で使用するユーザ名。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient Authentication UserName: "clientname" 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient H323 Port: <1024..65534> 

この Expressway からの H.323 ファイアウォールトラバーサルコールに使用するトラバーサルサーバのポート。トラバーサルサーバが 

Expressway-E の場合、この Expressway に関連付けられた Expressway-E のトラバーサルゾーンで設定されているポート番号にする 

必要があります。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient H323 Port: 2777 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient H323 Protocol: <Assent/H46018> 

2 つのファイアウォールトラバーサルプロトコルのうちのどちらをトラバーサルサーバで送受信するコールに使用するかを決定します。注：

このトラバーサルクライアントで送受信するコールのサーバに同じプロトコルを設定する必要があります。デフォルトは Assent です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient H323 Protocol: Assent 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient Peer [1..6] Address: <S:0,128> 

トラバーサルサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。トラバーサルサーバが Expressway-E クラスタの場

合、これはそのクラスタピアの 1 つになります。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient Peer 1 Address: "10.192.168.1" 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient Registrations: <Allow/Deny> 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキシ経由で送信される SIP 登録を受け入れるかどうかを制御します。デフォルトは Allow です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient Registrations: Allow 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient RetryInterval: <1..65534> 

トラバーサルサーバへの接続の確立に失敗した試行を再度試す間隔（秒単位）。デフォルトは 120 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient RetryInterval: 120 

xConfiguration Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP SipUpdateRefresh Support: <Off/On> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、この

ゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。デフ

ォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalClient SIP SipUpdateRefresh Support: On 

xConfiguration Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Media AesGcm Support: <Off/On> 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズムによる暗号化/復号化を有効にします。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalClient SIP Media AesGcm Support: On 
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Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシー。デ

フォルトは Auto です。 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Media ICE Support: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Media ICEPassThrough Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE パススルーをサポートするかどうかを制御します。デフォルト：Off 

On：このゾーンでは ICE パススルーをサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE パススルーをサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Media ICEPassThrough Support: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalClient SIP Multistream Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Poison Mode: <On/Off> 

ローカル Expressway が再度受信した場合は拒否するように、このゾーンに送信された SIP 要求を「ポイゾニング」するかどうかを制御します。

デフォルトは Off です。 

On：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は拒否されます。 

Off：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は通常どおりに処理されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Poison Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Port: <1024..65534> 

この Expressway からの SIP コールに使用するトラバーサルサーバのポートを指定します。トラバーサルサーバが Expressway-E の場合、こ

の Expressway のトラバーサルゾーンで設定されているポート番号にする必要があります。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Port: 5061 
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Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP PreloadedSipRoutes Accept: <Off/On> 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オン（On）] に切り替えて、Route ヘッダーを含んだ SIP 

INVITE 要求をこのゾーンで処理できるようにします。このヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するようにするには、[プリ

ロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オフ（Off）] に切り替えます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP PreloadedSipRoutes Accept: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Protocol: <Assent/TURN/ICE> 

どのファイアウォールトラバーサルプロトコルをトラバーサルサーバで送受信する SIP コールに使用するかを決定します。注：このトラバー

サルクライアントで送受信するコールのサーバに同じプロトコルを設定する必要があります。デフォルトは Assent です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Protocol: Assent 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP TLS Verify Mode: <On/Off> 

この Expressway とトラバーサルサーバ間での X.509 証明書チェックと相互認証を制御します。有効になっている場合は、ピアアドレスフィ

ールドで指定したサーバの FQDN または IP アドレスがサーバの X.509 証明書内（サブジェクト共通名またはサブジェクト代替名のどちらか

の属性）に含まれている必要があります。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP TLS Verify Mode: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalClient SIP Transport: <TCP/TLS> 

トラバーサルサーバで送受信する SIP コールに使用するトランスポートタイプを決定します。デフォルトは TLS です。 

例：xConfiguration Zones Zone 4 TraversalClient SIP Transport: TLS 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer Authentication Mode: <DoNotCheckCredentials/TreatAsAuthenticated/CheckCredentials> 

Expressway がこのゾーンからの着信メッセージをどのように認証するかを制御し、それらのメッセージを認証または未認証として処理する

か、あるいは拒否するかを制御します。H.323 メッセージ、ローカルドメインから発信される SIP メッセージか非ローカルドメインから発信

される SIP メッセージかによって動作が異なります。デフォルトは DoNotCheckCredentials です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer Authentication Mode: DoNotCheckCredentials 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer Authentication UserName: <S: 0,128> 

トラバーサルサーバで認証するときに、トラバーサルクライアントが使用する名前。トラバーサルクライアントが Expressway の場合は、そ

の Expressway の認証ユーザ名にする必要があります。トラバーサルクライアントがゲートキーパーの場合は、そのゲートキーパーのシステ

ム名にする必要があります。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer Authentication UserName: "User123" 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer H323 H46019 Demultiplexing Mode: <On/Off> 

トラバーサルクライアントからのコールに対して、Expressway が逆多重化モードで動作するかどうかを決定します。デフォルトは Off で

す。 

On：すべてのコールに同じ 2 つのポートを使用できるようにします。 

Off：各コールが個別のポートペアをメディアに使用します。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer H323 H46019 Demultiplexing Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer H323 Port: <1024..65534> 

このトラバーサルクライアントからの H.323 ファイアウォールトラバーサルに使用する Expressway のポートを指定します。デフォルトは 

6001 です（新しいゾーンごとに 1 ずつ増加）。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer H323 Port: 2777 
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Zones Zone [1..1000] TraversalServer H323 Protocol: <Assent/H46018> 

2 つのファイアウォールトラバーサルプロトコルのうちのどちらをトラバーサルクライアントで送受信するコールに使用するかを決定します。

注：このトラバーサルサーバで送受信するコールのクライアントに同じプロトコルを設定する必要があります。デフォルトは Assent です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer H323 Protocol: Assent 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer Registrations: <Allow/Deny> 

このゾーンを通じてルーティングされたプロキシ経由で送信される SIP 登録を受け入れるかどうかを制御します。デフォルトは Allow です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer Registrations: Allow 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP SipUpdateRefresh Support: <Off/On> 

このゾーンで SIP UPDATE メッセージによるセッション更新をサポートするかどうかを指定します。On：SIP セッションを更新するために、この

ゾーンから SIP UPDATE メッセージを送信します。Off：このゾーンでは SIP セッション更新用の SIP UPDATE メッセージを送信しません。デフ

ォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalServer SIP SipUpdateRefresh Support: On 

xConfiguration Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Media AesGcm Support: <Off/On> 

このゾーンを通過するメディアの AES GCM アルゴリズムによる暗号化/復号化を有効にします。デフォルト：Off 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalServer SIP Media AesGcm Support: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Media Encryption Mode: <Off/On/BestEffort/Auto> 

このゾーンで送受信される SIP コール（インターワーキングコールを含む）に Expressway によって適用されるメディア暗号化ポリシー。デ

フォルト：Auto 

On：すべてのメディアを暗号化する必要があります。 

Off：すべてのメディアの暗号化を解除する必要があります。 

BestEffort：使用可能な場合は暗号化を使用します。使用できない場合は暗号化されていないメディアにフォールバックします。 

Auto：メディア暗号化ポリシーは適用されません。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Media Encryption Mode: Auto 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Media ICE Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE をサポートするかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

On：このゾーンでは ICE をサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE をサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Media ICE Support: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Media ICEPassThrough Support: <On/Off> 

このゾーン内のデバイスで ICE パススルーをサポートするかどうかを制御します。デフォルト：Off 

On：このゾーンでは ICE パススルーをサポートします。 

Off：このゾーンでは ICE パススルーをサポートしません。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Media ICEPassThrough Support: On 
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Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Multistream Mode: <Off/On> 

Expressway がこのゾーンのデバイス間のマルチストリームを許可するかどうかを制御します。デフォルトは On です。 

On：マルチストリームを許可します。 

Off：マルチストリームを拒否します。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalServer SIP Multistream Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Poison Mode: <On/Off> 

ローカル Expressway が再度受信した場合は拒否するように、このゾーンに送信された SIP 要求を「ポイゾニング」するかどうかを制御します。

デフォルトは Off です。 

On：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は拒否されます。 

Off：このゾーンを介して送信され、この Expressway が再度受信する SIP 要求は通常どおりに処理されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Poison Mode: Off 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Port: <1024..65534> 

このトラバーサルクライアントからの SIP ファイアウォールトラバーサルに使用する Expressway のポート。デフォルトは 7001 です（新し

いゾーンごとに 1 ずつ増加）。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Port: 5061 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP PreloadedSipRoutes Accept: <Off/On> 

[プリロードされた SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オン（On）] に切り替えて、Route ヘッダーを含んだ SIP INVITE 

要求をこのゾーンで処理できるようにします。このヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンで拒否するようにするには、[プリロードされ

た SIP ルートのサポート（Preloaded SIP routes support）] を [オフ（Off）] に切り替えます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP PreloadedSipRoutes Accept: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Protocol: <Assent/TURN/ICE> 

どのファイアウォールトラバーサルプロトコルをトラバーサルクライアントで送受信する SIP コールに使用するかを決定します。注：このト

ラバーサルサーバで送受信するコールのクライアントに同じプロトコルを設定する必要があります。デフォルトは Assent です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Protocol: Assent 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP TLS Verify Mode: <On/Off> 

この Expressway とトラバーサルクライアント間での X.509 証明書チェックと相互認証を制御します。有効にした場合は、TLS 検証サブジェ

クト名を指定する必要があります。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP TLS Verify Mode: On 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP TLS Verify Subject Name: <S: 0,128> 

トラバーサルクライアントの X.509 証明書で検索する証明書の所有者の名前（サブジェクト共通名の属性またはサブジェクト代替名の属性の

いずれかに含まれている必要があります）。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP TLS Verify Subject Name: "myclientname" 
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Zones Zone [1..1000] TraversalServer SIP Transport: <TCP/TLS> 

トラバーサルクライアントと Expressway 間の SIP コールに 2 つのトランスポートタイプのどちらを使用するかを決定します。デフォルトは 

TLS です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer SIP Transport: TLS 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer TCPProbe KeepAliveInterval: <1..65534> 

コールが確立した後、ファイアウォールの NAT バインドを有効にしておくために、トラバーサルクライアントが TCP プローブを 

Expressway に送信する間隔（秒単位）を設定します。デフォルト：20。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer TCPProbe KeepAliveInterval: 20 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer TCPProbe RetryCount: <1..65534> 

トラバーサルクライアントが Expressway への TCP プローブの送信を試行する回数を設定します。デフォルトは 5 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer TCPProbe RetryCount: 5 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer TCPProbe RetryInterval: <1..65534> 

トラバーサルクライアントが Expressway に TCP プローブを送信する頻度（秒単位）を設定します。デフォルトは 2 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer TCPProbe RetryInterval: 2 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer UDPProbe KeepAliveInterval: <1..65534> 

コールが確立した後、ファイアウォールの NAT バインドを有効にしておくために、トラバーサルクライアントが UDP プローブを 

Expressway に送信する間隔（秒単位）を設定します。デフォルトは 20 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer UDPProbe KeepAliveInterval: 20 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer UDPProbe RetryCount: <1..65534> 

トラバーサルクライアントが Expressway への UDP プローブの送信を試行する回数を設定します。デフォルトは 5 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer UDPProbe RetryCount: 5 

Zones Zone [1..1000] TraversalServer UDPProbe RetryInterval: <1..65534> 

トラバーサルクライアントが Expressway に UDP プローブを送信する頻度（秒単位）を設定します。デフォルトは 2 です。 

例：xConfiguration Zones Zone 5 TraversalServer UDPProbe RetryInterval: 2 

Zones Zone [1..1000] Type: <Neighbor/TraversalClient/TraversalServer/ENUM/DNS> 

ローカル Expressway に関連して、指定したゾーンの特性を決定します。 

Neighbor：新しいゾーンはローカル Expressway のネイバーになります。 

TraversalClient：ゾーン間にファイアウォールがあり、ローカル Expressway が新しいゾーンのトラバーサルクライアントになります。 

TraversalServer：ゾーン間にファイアウォールがあり、ローカル Expressway が新しいゾーンのトラバーサルサーバになります。 

ENUM：新しいゾーンには ENUM ルックアップで検出されたエンドポイントが含められます。 

DNS：新しいゾーンには DNS ルックアップで検出されたエンドポイントが含められます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Type: Neighbor 
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コマンド リファレンス — xCommand 

項目を追加または削除し、システムコマンドを発行するには、xCommand グループのコマンドを使用します。 

ここでは、現在利用可能なすべての xCommand コマンドを記載します。 

コマンドを発行するには、示されているとおりにコマンドを入力した後、1 つまたは複数の所定のパラメータと値を入力し

ます。次の表記法を使用して、各パラメータの有効な値を山かっこ内に示し、その後に各パラメータを示します。 

書式 意味 

<0..63> 
整数値が必要であることを示します。数値は最小値と最大値を示しています。 

この例では、0 ～ 63 の範囲内の値にする必要があります。 

<S: 7,15> S は引用符で囲まれた文字列値が必要であることを示します。数値は文字列の最小文字数と最大文

字数を示します。 

この例では、文字列の長さを 7 ～ 15 文字にする必要があります。 

<Off/Direct/Indirect> コマンドの有効な一連の値を示します。値は引用符で囲まないでください。 

(r) (r) はこれが必須パラメータであることを示します。(r) はコマンド自体の一部ではないことに注意し

てください。 
  

各 xCommand コマンドの使用に関する情報を CLI 内から取得するには、次のように入力します。 

 xCommand または xCommand ? ：使用可能なすべての xCommand コマンドを返す場合。 

 xCommand ?? ：現在のすべての xCommand コマンドと、各コマンドの説明、パラメータのリスト、各パラメータの

値空間と説明を返す場合。 

 xCommand <command> ? ：特定のコマンドとそのパラメータ、各パラメータの値空間と説明を返す場合。 

set-access コマンド（試験版）について 

set-access コマンドを使用すると、Expressway の内部システムコマンドにアクセスできます。これらのコマンドは、シ

スコのサポートおよび開発チームのみが使用するために存在するものです。シスコのサポート担当者のアドバイスや指示が

ない限り、これらのコマンドにはアクセスしないでください。 

注意：これらのコマンドを誤って使用すると、システムの動作が不安定になったり、パフォーマンス上の問題が発生したり、

システム設定が永続的に破損したりする恐れがあります。 

set-access を使用するには、次の手順に従います。 

1. CLI に管理者としてログインします。 

2. set-access qwertsys と入力します。 

これにより、set-access に関連付けられているシステムコマンド（名前が「sys-」で始まるコマンド）が有効にな

ります。 

3. 使用可能なコマンドをリストするには、?と入力します。 

xCommand コマンド 

次の表に、使用可能なすべての xCommand コマンドを記載します。 
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acmedeletependingcert 

保留中の証明書を削除します。 

Domain：<文字列> 

保留中の証明書とは、ACME プロバイダーにより署名された後、Expressway にまだ導入されていないか、導入されていない可能性が

ある証明書を意味します。 

引数を渡さずに、または空の文字列を渡してこのコマンドを実行すると、保留中のサーバ証明書が削除されます。引数を渡して実行す

ると、指定したドメインに対して保留中になっている証明書が削除されます。 

例：xCommand acmedeletependingcert 

xCommand Acmegetpendingcert Domain:"example.com" 

acmedeploy 

保留中の証明書を導入します。 

Domain：<文字列> 

ReloadCerts：<On/Off> 

引数を渡さずにこのコマンドを実行すると、保留中のサーバ証明書が導入され、必要なプロセスに対して証明書がリロードされます。 

引数を渡すと、指定したドメインの証明書が導入されます。また、ReloadCerts パラメータで指定されている場合は証明書のリロード

も行われます。 

例：xCommand acmedeploy 

xCommand acmedeploy Domain:"example.com」ReloadCerts: "On" 

acmegetpendingcert 

保留中の証明書を取得します。 

Domain：<文字列> 

保留中の証明書とは、ACME プロバイダーにより署名された後、Expressway にまだ導入されていないか、導入されていない可能性が

ある証明書を意味します。 

引数を渡さずにこのコマンドを実行すると、保留中のサーバ証明書が取得されます。引数を渡して実行すると、指定したドメインの保

留中の証明書が返されます。 

例：xCommand Acmegetpendingcert 

xCommand Acmegetpendingcert Domain:"example.com"  

acmeprovidersread 

ACME プロバイダーに関する情報を読み取ります。 

ProviderUuid：<"Default"/文字列> 

引数を渡さずにこのコマンドを実行すると、データベース内のすべてのプロバイダーに関する情報が返されます。文字列 "Default" を

渡すと、デフォルトのプロバイダーに関する情報が返されます。特定のプロバイダーに関する情報を返すには、そのプロバイダーの 

UUID を指定します。 

例：xCommand Acmeprovidersread 

xCommand Acmeprovidersread ProviderUuid: "Default" 

xCommand Acmeprovidersread ProviderUuid: "Provider-UUID" 
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acmeproviderswrite 

プロバイダーに関する情報を更新します。 

Default：<On/Off> 

Email(r)：<文字列> 

Name：<文字列> 

ProviderUuid(r)：<"Default"/文字列> 

TermsOfService(r): <Accepted> 

Url：<String> 

ProviderUuid、Email、TermsOfService の各引数を指定する必要があります。このコマンドでは、特定のプロバイダーの電子メールア

ドレスとサービス利用規約のみを更新できます。ほかの引数を指定しても、すべて無視されます。 

例：xCommand Acmeproviderswrite ProviderUuid: "Default" Email: "new-email@example.com" TermsOfService: 

"Accepted" 

acmereset 

Expressway-E 上の ACME サービスをリセットし、CLI、REST API、または Web インターフェイスを使用して実行されたすべての設定を

削除します。 

Action：<execute> 

このコマンドは Expressway-E 上でのみ呼び出すことができます。SIGN、DISCARD、または DEPLOY コマンドの実行中は、このコマ

ンドを実行できません。Acmereset を実行できるのは、すべてのドメイン証明書とサーバ証明書に対して ACME サービスが無効にさ

れている場合のみです。 

例：xCommand Acmereset execute 

xCommand Acmereset Action: "execute" 

acmerevoke 

ACME 証明書を取り消します。 

CertPath：<文字列> 

Provider：<文字列> 

ACME 証明書を取り消すには、その前に、取り消す証明書内のドメイン名/SAN エントリの管理権限を持っていることをプロバイダー

に証明する必要があります。 

これを証明するには、通常の送信および署名プロセスに従って、元の証明書と同じドメイン名/SAN エントリが含まれる新しい証明書

を生成する必要があります。 

この新しい証明書を受け取った後、古い証明書のパスを指定した acmerevoke を使用して古い証明書を取り消します。 

デフォルトの ACME プロバイダーを使用した例：xCommand Acmerevoke "/path_to_cert_to_be_revoked" 

特定の ACME プロバイダーを使用した例：xCommand Acmerevoke CertPath:"/path_to_cert_to_be_revoked" 

Provider:"ACME_Provider_Name" 
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acmesettingsread 

ACME の設定を読み取ります。 

Domain：<文字列> 

サーバ証明書の ACME 設定を読み取るに、パラメータを指定せずにこのコマンドを入力します。特定のドメインの ACME 設定を読み

取る場合は、そのドメインを指定します。 

例：xcommand Acmesettingsread 

xcommand Acmesettingsread "example.com" 

acmesettingswrite 

ACME の設定を書き込みます。 

AcmeManaged(r): <無効化/手動または自動> 

Domain：<文字列> 

ProviderUuid：<文字列> 

RenewKey：<Retain/Rotate> 

RenewalSchedule：<文字列> 

ドメインを指定しない場合、このコマンドにより、サーバ証明書を管理している ACME サービスの設定が書き込まれます。ドメインを

指定すると、そのドメインの設定が書き込まれます。 

指定したドメインにまだ ACME が設定されていない場合、このコマンドはデフォルトプロバイダーの UUID を使用してそのドメインの 

ACME 設定を書き込みます。 

指定したドメインにすでに ACME が設定されている場合、このコマンドは指定された設定だけを更新し、指定されていない設定は変更

しません。 

AcmeManaged パラメータを指定する必要があります。AcmeManaged を Automated に設定する場合は、RenewalSchedule と 

RenewKey も指定する必要があります。 

例：xCommand Acmesettingswrite AcmeManaged: "Manual" 

xCommand Acmesettingswrite AcmeManaged: "Automated" Domain: "example.com" RenewalSchedule: 

"{"DaysOfWeek": ["Mon"],"TimeOfDay":"04:00"}" RenewKey: "Rotate" 

acmesign 

CSR に署名します。 

Domain：<文字列> 

NumSanEntries：<-2147483648..2147483647> 

サーバ証明書の CSR を該当する ACME プロバイダーに送信する場合は、パラメータを指定せずにコマンドを入力します。ドメイン証

明書の CSR を該当する ACME プロバイダーに送信する場合は、ドメインを指定します。 

NumSanEntries パラメータは指定しないでください。これはユーザが変更するためのものではありません。 

例：xcommand Acmesign 

xCommand Acmegetpendingcert Domain:"example.com" 
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AdminAccountAdd 

ローカル管理者アカウントを追加します。 

Name(r): <S: 0, 128> 

このアカウントのユーザ名。 

Password(r)：<パスワード> 

このアカウントのパスワード。 

AccessAPI：<On/Off> 

このアカウントが API を使用してシステムのステータスと設定にアクセスできるかどうか。デフォルトは On です。 

AccessWeb：<On/Off> 

このアカウントが Web インターフェイスを使用してシステムにログインできるかどうか。デフォルトは On です。 

Enabled：<On/Off> 

アカウントが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効なアカウントへのアクセスは拒否されます。デフォルトは 

On です。 

例：xCommand AdminAccountAdd Name: "bob_smith" Password: "abcXYZ_123" AccessAPI: On AccessWeb: On 

Enabled: On 

AdminAccountDelete 

ローカル管理者アカウントを削除します。 

Name(r): <S: 0, 128> 

削除するアカウントのユーザ名。 

例：xCommand AdminAccountDelete: "bob_smith" 

AdminGroupAdd 

Name(r): <S: 0, 128> 

管理者グループの名前。 

AccessAPI：<On/Off> 

このグループのメンバーが API を使用してシステムのステータスと設定にアクセスできるかどうか。デフォルトは On です。 

AccessWeb：<On/Off> 

このグループのメンバーが Web インターフェイスを使用してシステムにログインできるかどうか。デフォルトは On です。 

Enabled：<On/Off> 

グループが有効であるか無効であるかを示します。無効なグループのメンバーへのアクセスは拒否されます。デフォルトは On です。 

例：xCommand AdminGroupAdd Name: "administrators" AccessAPI: On AccessWeb: On Enabled: On 
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AdminGroupDelete 

管理者グループを削除します。 

Name(r): <S: 0, 128> 

削除するグループの名前。 

例：xCommand AdminGroupDelete: "administrators" 

AllowListAdd  

許可リストにエントリを追加します。 

PatternString(r)：<S: 1, 60> 

許可リストに追加するエントリを指定します。エンドポイントのエイリアスの 1 つが許可リストのパターンの 1 つと一致した場合に登

録が許可されます。 

PatternType：<Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

許可リスト内のエントリがプレフィックスか、サフィックスか、正規表現か、または完全一致かを指定します。Exact：文字列は 1 文

字も違うことなくエイリアスと一致する必要があります。Prefix：文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。Suffix：文

字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

デフォルトは Exact です。 

Description: <S: 0,64> 

自由形式の許可リストルールの説明。 

例：xCommand AllowListAdd PatternString: "John.Smith@example.com" PatternType: Exact Description: "Allow 

John Smith" 

AllowListDelete  

許可リストからエントリを削除します。 

AllowListId(r)：<1..2500> 

削除するエントリのインデックス。 

例：xCommand AllowListDelete AllowListId: 2 

ブート 

Expressway をリブートします。 

このコマンドにはパラメータがありません。 

例：xCommand boot 
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CheckBandwidth  

指定したタイプと帯域幅のコールが 2 つのノード間で取得するステータスとルート（ノードとリンクのリスト）を返す診断ツール。この

コマンドは、既存のシステム設定を変更しません。 

Node1(r)：<S: 1, 50> 

コールを発信するサブゾーンまたはゾーン。 

Node2(r)：<S: 1, 50> 

コールが終端されるサブゾーンまたはサブゾーン。 

Bandwidth(r)：<1..100000000> 

コールの要求された帯域幅（kbps 単位）。 

CallType(r)：<Traversal/NonTraversal> 

コールタイプがトラバーサルか非トラバーサルか。 

例：xCommand CheckBandwidth Node1: "DefaultSubzone" Node2: "UK Sales Office" Bandwidth: 512 CallType: 

nontraversal 

CheckPattern  

システムにエイリアストランスフォーメーションを設定する前にそのトランスフォーメーション（ローカルまたはゾーン）の結果を確認で

きる診断ツール。 

Target(r)：<S: 1, 60> 

パターンマッチまたはトランスフォーメーションのテストに使用するエイリアス。 

Pattern(r)：<S: 1, 60> 

エイリアスと比較するパターン。 

Type(r)：<Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

適用するパターン動作のエイリアスとパターン文字列をどのように照合するか。 

Behavior(r)：<Strip/Leave/Replace/AddPrefix/AddSuffix> 

エイリアスをどのように変更するかを示します。 

Replace：<S: 0, 60> 

選択したパターン動作とともに使用するテキスト文字列。 

例：xCommand CheckPattern Target: "bob@a.net" Pattern: "@a.net" Type: "suffix" Behavior: replace 

Replace: "@a.com" 

ClearAllStatus 

システムのすべてのステータスと履歴をクリアします。 

例：xCommand ClearAllStatus 

ClusterAddressMappingAdd 

Fqdn(r)：<値> 

IpAddress(r)：<値> 

FQDN/IP マッピングエントリをクラスタアドレスマッピングテーブルに追加します。 
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ClusterAddressMappingDelete 

Fqdn(r)：<値> 

IpAddress(r)：<値> 

FQDN/IP マッピングエントリをクラスタアドレスマッピングテーブルから削除します。 

Cmsadd 

Cisco Meeting Server Web ブリッジを管理します。ゲストアカウントクライアント URI を追加します。 

Name: <値> 

例：xCommand Cmsadd name: "join.example.com" 

Cmsdelete 

Cisco Meeting Server Web ブリッジを管理します。ゲストアカウントクライアント URI を削除します。 

Name: <値> 

例：xCommand Cmsdelete name: "join.example.com" 

CredentialAdd 

ローカル認証データベースにエントリを追加します。 

Name(r)：<文字列> 

ローカル認証データベースにこのエントリの名前を定義します。 

Password(r)：<パスワード> 

ローカル認証データベースにこのエントリのパスワードを定義します。 

プレーンテキストの最大長は 128 文字で、これらの文字は暗号化されます。 

例：xCommand CredentialAdd Name: "alice" Password: "abcXYZ_123" 

CredentialDelete 

ローカル認証データベースからエントリを削除します。 

Name(r)：<文字列> 

削除するエントリの名前。 

例：xCommand CredentialDelete Name: "alice" 
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Cucmconfigadd 

Unified CM パブリッシャでルックアップを実行します。 

Address(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

Axlpassword(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャにアクセスするために Expressway が使用するパスワード。 

Axlusername(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャにアクセスするために Expressway が使用するユーザ名。 

CertValidationDisabled：<On/Off> 

Unified CM パブリッシャが提示した証明書と照合する X.509 証明書の確認を制御します。デフォルトは On です。 

例：xCommand Cucmconfigadd Address: "cucm.example.com" Axlpassword: "xyz" Axlusername: "abc" 

Cucmconfigdelete 

Unified CM パブリッシャの詳細情報を削除します。 

Address(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

例：xCommand Cucmconfigdelete Address: "cucm.example.com" 

Cucmmixedmodecheck 

Address(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

Axlpassword(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャにアクセスするために Expressway が使用するパスワード。 

Axlusername(r)：<値> 

Unified CM パブリッシャにアクセスするために Expressway が使用するユーザ名。 

DefaultLinksAdd  

デフォルトのサブゾーン、トラバーサルサブゾーン、およびデフォルトゾーン間のリンクを復元します。 

このコマンドにはパラメータがありません。 

例：xCommand DefaultLinksAdd 
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DefaultValuesSet 

システムパラメータをデフォルト値にリセットします。レベル 1 は、レベル 2 とレベル 3 の項目を除き、ほとんどの設定項目をデフォル

ト値にリセットします。レベル 2 は、リモート認証関連の設定項目とレベル 1 の項目をデフォルト値にリセットします。レベル 3 は、重

大なすべての設定項目と、レベル 1 およびレベル 2 の項目をデフォルト値にリセットします。 

Level(r)：<1..3> 

リセットするシステムパラメータのレベル。 

例：xCommand DefaultValuesSet Level: 1 

DenyListAdd  

拒否リストにエントリを追加します。 

PatternString(r)：<S: 1, 60> 

拒否リストに追加するエントリを指定します。エンドポイントのエイリアスの 1 つが拒否リストのパターンの 1 つと一致した場合は登

録が許可されません。 

PatternType：<Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

拒否リスト内のエントリがプレフィックスか、サフィックスか、正規表現か、または完全一致かを指定します。Exact：文字列は 1 文

字も違うことなくエイリアスと一致する必要があります。Prefix：文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。Suffix：文

字列がエイリアスの末尾に表示される必要があります。Regex：文字列は正規表現として処理されます。 

デフォルトは Exact です。 

Description: <S: 0, 64> 

自由形式の拒否リストルールの説明。 

例：xCommand DenyListAdd PatternString: "sally.jones@example.com" PatternType: exact Description: "Deny 

Sally Jones" 

DenyListDelete  

拒否リストからエントリを削除します。 

DenyListId(r)：<1..2500> 

削除するエントリのインデックス。 

例：xCommand DenyListDelete DenyListId: 2 

DisconnectCall  

コールを切断します。 

Call：<1..1000> 

切断するコールのインデックス。 

CallSerialNumber：<S: 1, 255> 

切断するコールのシリアル番号。コールインデックスかコールシリアル番号かのいずれかを指定する必要があります。 

例：xCommand DisconnectCall CallSerialNumber: "6d843434-211c-11b2-b35d-0010f30f521c" 
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Dnslookup 

指定したホスト名について DNS を照会します。 

Hostname：<値> 

照会するホストの名前。 

RecordType：<all/a/aaaa/srv/naptr> 

検索するレコードのタイプ。指定しない場合は、すべてのレコードタイプが返されます。 

例：xCommand Dnslookup Hostname: "example.com" RecordType: all 

DNSPerDomainServerAdd 

特定のドメインのホスト名を解決するためのみに使用する DNS サーバを追加します。 

Address(r)：<値> 

関連付けられたドメイン名のホスト名を解決するときに使用する DNS サーバの IP アドレス。 

Domain1(r)：<値> 

特定の DNS サーバに関連付けるドメイン。 

Domain2(r)：<値> 

特定の DNS サーバに関連付けるオプションの 2 番目のドメイン。 

Index：<0..5> 

追加するサーバのインデックス。 

例：xCommand DNSServerAdd Address: "192.168.12.0" Index: 1 

DNSPerDomainServerDelete 

特定のドメインのホスト名を解決するために使用する DNS サーバを削除します。 

Address：<値> 

削除する DNS サーバの IP アドレス。 

例：xCommand DNSPerDomainServerDelete Address: "192.168.12.0" 

DNSServerAdd 

デフォルトの DNS サーバを追加します。デフォルトのサーバは、ルックアップするドメインに定義されたドメイン単位の DNS サーバが

ない場合に使用します。 

Address(r)：<値> 

ドメイン名を解決するときに使用するデフォルトの DNS サーバの IP アドレス。 

Index：<0..5> 

追加するサーバのインデックス。 

例：xCommand DNSServerAdd Address: "192.168.12.0" Index: 1 
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DNSServerDelete 

DNS サーバを削除します。 

Address：<値> 

削除する DNS サーバの IP アドレス。 

例：xCommand DNSServerDelete Address: "192.168.12.0" 

DomainAdd  

この Expressway が権限を持つドメインを追加します。 

Name(r): <S: 1, 128> 

ドメイン名。複数のレベルで構成できます。各レベルの名前に使用できるのは文字、数字、ハイフンのみで、各レベルはピリオド（ドッ

ト）で区切ります。レベル名はハイフンで開始または終了できません。また、最後のレベル名は文字で開始する必要があります。 

Edgesip：<On/Off> 

Unified CM がエンドポイントの登録、コール制御、およびプロビジョニングのサービスを提供します。デフォルトは Off です。 

Edgexmpp：<On/Off> 

Unified CM IM&P サービスがこの SIP ドメインのインスタントメッセージングとプレゼンスのサービスを提供します。デフォルトは 

Off です。 

Sip：<On/Off> 

Expressway がこのドメインに権限を持つかどうかを制御します。Expressway はドメインの SIP レジストラとして機能し、このドメ

インを含むエイリアスで登録を試みるすべての SIP エンドポイントの登録要求を受け入れます。デフォルトは On です。 

Xmppfederation：<On/Off> 

XMPP フェデレーションにドメインを使用できるかどうかを制御します。デフォルトは Off です。 

例：xCommand DomainAdd Name: "100.example-name.com" Authzone: "Traversal zone" Edge: Off Sip: On 

DomainDelete  

ドメインを削除します。 

DomainId(r): <1..200> 

削除するドメインのインデックス。 

例：xCommand DomainDelete DomainId: 2 
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Domaincerts 

サーバ名指定（SNI）のマルチドメイン証明書を管理します。 

各 Domaincerts xCommand には、実行する操作を指定する「command」パラメータと、その後に特定のコマンドに必要な追加パラメー

タが必要です。 

Domaincerts コマンドと関連するパラメータ： 

domain_list：SNI の証明書を管理するドメインを一覧表示します。 

パラメータ：（なし） 

例：xCommand Domaincerts command: domain_list 

domain_create：SNI の証明書を管理するための新しいドメインを作成します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: domain_create domain: a.com 

domain_delete：指定した証明書ドメインを削除します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: domain_delete domain: a.com 

is_csr_pending：ドメインの証明書署名要求が保留中の場合は true を返します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: is_csr_pending domain: a.com 

csr_create：ドメインの証明書署名要求を作成します。 

パラメータ：domain、subjectfields、sans、digestalgorithm、keysize  

例：xCommand domaincerts command: csr_create domain: a.com keysize: 4096 digestalgorithm: sha256 sans: 

'DNS:host1.a.com, DNS:host2.a.com' subjectfields: '{ "CN": "www.a.com", "C": "US", "ST": "North 
Carolina", "L": "RTP", "O": "a", "OU": "example org unit", "emailAddress": "admin@a.com" }' 

（注）  

 xCommand パラメーター値は、スペースを含めることができるように、単一引用符で囲むことができます。 

 sans はオプションのカンマで区切られたホスト名のリストです。各ホスト名の先頭には「DNS:」が追加されています（RFC5280 

参照）。 

 subjectfields は、各 [サブジェクト名（Subject Name）] フィールドの名前と値のペアのリストを含む JSON オブジェクトです

（RFC5280 参照）。 

 JSON の名前と値は、次のように二重引用符で囲む必要があります。 

 keysize は、CSR 用に生成された秘密キーのビットの長さです。 

 digestalgorithm は、CSR に署名するために使用されるメッセージダイジェストアルゴリズムの名前です（「openssl dgst」を参

照）。 

csr_get：保留中の証明書署名要求を PEM 形式で返します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: csr_get domain: a.com 

csr_delete：保留中の証明書署名要求を削除します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: csr_delete domain: a.com 

is_cert_set：ドメインに対して証明書が設定されている場合は true を返します。 
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パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: is_cert_set domain: a.com 

cert_put：証明書と秘密キーをアップロードします。 

パラメータ：domain、certpath、keypath 

例：xCommand domaincerts command: cert_put domain: a.com certpath: /tmp/cert.pem keypath: /tmp/key.pem 

（注）   

 証明書とキーがまだアップロードされていない場合は、両方を指定する必要があります。 

 証明書署名要求が進行中の場合は、証明書のみをアップロードできます。 

cert_get：ドメインの証明書を PEM 形式で返します。 

パラメータ：domain  

例：xCommand domaincerts command: cert_get domain: a.com 

cert_delete：ドメインの証明書と秘密キーを削除します。 

パラメータ：domain  

 

例：xCommand domaincerts command: cert_delete domain: a.com 

default command help："  

Certpath：<文字列> 

Command：

<domain_list/domain_create/domain_delete/csr_create/csr_get/csr_delete/cert_put/cert_get/cert_delete/is_csr_pending/is_cert_s
et> 

Digestalgorithm：</sha256/sha384/sha512> 

Domain：<文字列> 

Keypath：<文字列> 

Keysize：<値> 

San：<文字列> 

Subjectfields：<文字列> 

Edgessodeletetokens 

特定のユーザに対して発行されたすべてのトークンを削除します。 

Username(r)：<文字列> 

削除するユーザのトークンを指定します。 

例：xCommand Edgessodeletetokens Username: "APerson" 
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Edgessopurgetokens 

すべてのユーザに発行したすべてのトークンを削除します。 

例：xCommand Edgessopurgetokens 

Edgessostatusclear 

SSO 要求/応答カウンタを 0 にリセットします。 

例：xCommand Edgessostatusclear 

FeedbackDeregister  

特定のフィードバック要求を非アクティブ化します。 

ID：<1..3> 

非アクティブ化するフィードバック要求のインデックス。 

例：xCommand FeedbackDeregister ID: 1 

FeedbackRegister  

式で記述されたイベントまたはステータス変更に関する通知をアクティブ化します。通知は、指定された URL に XML 形式で送信 

されます。最大 15 の式を 3 のフィードバック ID に登録できます。 

ID：<1..3> 

この特定のフィードバック要求の ID。 

URL(r): <S: 1, 256> 

通知が送信される URL。 

Expression.1..15：<S: 1, 256> 

通知するイベントまたはステータス変更。有効な式は次のとおりです。 

Status/Ethernet  Event/RegistrationFailure  Event/AuthenticationFailure 

 Event/  Status/Calls  Event/CallDisconnected 

 Event/CallFailure  Status/NTP  Status/LDAP 

 Status/Zones  Event/Bandwidth Event/Locate 

 Status/Feedback  Event/CallAttempt  Event/CallConnected 

 Event/ResourceUsage  Status/ExternalManager  

例：xCommand FeedbackRegister ID: 1 URL: "http://192.168.0.1/feedback/" Expression.1: "Status/Calls" 

Expression.2: "Event/CallAttempt" 
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FindRegistration  

指定したエイリアスに関連付けられた登録に関する情報を返します。エイリアスはコマンドが発行された Expressway に登録されている

必要があります。 

Alias(r)：<S: 1, 60> 

情報を取得するエイリアス。 

例：xCommand FindRegistration Alias: "john.smith@example.com" 

ForceConfigUpdate  

このピアの関連設定を強制的に更新し、クラスタプライマリの設定と一致するようにします。 

このコマンドにはパラメータがありません。 

例：xCommand ForceConfigUpdate 

Httpallowlistexport  

HTTP 許可リストのルールをデータベースから CSV 形式でエクスポートします。 

File: <S> 

ルールが CSV 形式でエクスポートされるファイルへのパスを指定します。 

Deployment：<S> 

URL と共に使用し、どの導入でこのルールを使用するかを指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。複数の導入がある場

合、導入を指定しなければ、ルールではデフォルトの導入が使用されます。 

Httpallowlistexporttest  

HTTP 許可リストのテストをデータベースから CSV 形式でエクスポートします。 

File: <S> 

テストが CSV 形式でエクスポートされるファイルへのパスを指定します。 

Deployment：<S> 

URL と共に使用し、どの導入でこのテストを使用するかを指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。複数の導入がある場

合、導入を指定しなければ、ルールではデフォルトの導入が使用されます。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

526 

HTTPAllowListRuleAdd  

HTTP の許可リストに 1 つまたは複数のルールを追加します。少なくとも URLFile または URL を指定する必要があります。 

URL(r)：<S> 

HTTP のアクセスをクライアントがアクセスできるリソースの URL を指定します。IPv6 アドレスには RFC 2732 形式を使用する必要

があります。 

例: https:// [2001:: DB8:1]:8443/path または https://www.example.com:8443/resource 

URLFile を指定する場合は、URL を指定しないでください。 

URL には、プロトコル（http://または https://）とホスト名を含める必要があります。また、ドメイン、特定の URL を実行するため

にポートとパスが含まれている必要があります。URL の一部を省略すると、Expressway はデフォルトを指定します。たとえば

http://hostname とするとクライアントは http://hostname.SystemDNSDomain:80 に含まれるすべてにアクセスできます。http の

デフォルトポートは 80、https のデフォルトポートは 443 です。 

URLFile(r)：<S> 

複数のルールを含む CSV ファイルへのパスを指定します。「許可リストルールのファイル参照（390 ページ）」を参照してください。 

URL を指定する場合は、URLFile を指定しないでください。 

MatchType:<exact/starts-with/startswith/prefix> 

URL と共に使用し、ルールが URL に含まれるものに正確に一致するか、またはプレフィックス一致の基本としてそれを使用するかを

指定します。指定しない場合、デフォルトで exact に設定されます。そのほかの選択肢はすべて同等です。 

Deployment：<S: "Your Deployment 1"/"Your Deployment 2"> 

URL と共に使用し、どの導入でこのルールを使用するかを指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。複数の導入がある場

合、導入を指定しなければ、ルールではデフォルトの導入が使用されます。 

Description: <S: 128> 

ルールを説明するテキストです。 

HttpMethods:<OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE> 

このルールで許可する一連のメソッドをカンマで区切って指定します。メソッドを指定しない場合、ルールでは[設定

（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] > [HTTP 許可リスト（HTTP allow list）] 

> [編集可能なインバウンドルール（Editable inbound rules）]に設定されたデフォルトのメソッドが使用されます。 

例 1：xCommand HTTPAllowListRuleAdd URLfile: "/tmp/rules.csv" 

例 2：xCommand HTTPAllowListRuleAdd URL: "https://cucm2.example.com:8443/partial/path" 

MatchType: starts-with Description: "https access to read everything below partial/path/ on 

cucm2.example.com" HttpMethods: "OPTIONS,GET" 
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HTTPAllowListRuleDelete  

HTTP の許可リストから 1 つまたは複数のルールを削除します。少なくとも URLFile または URL を指定する必要があります。シングルホ

ストの複数のルールがあればそのほかのパラメータを指定する必要があります。 

URL(r)：<S> 

削除するルールの URL を指定します。 

URLFile を指定する場合は、URL を指定しないでください。 

URL には、プロトコル（http://または https://）とホスト名を含める必要があります。また、特定の URL を実行するためにドメ

イン、ポートおよびパスが含まれている必要があります。URL の一部を省略すると、Expressway はデフォルトを指定します。たとえ

ば http://hostname とすると http://hostname.SystemDNSDomain:80 のルールを削除します。http のデフォルトポートは 

80、https のデフォルトポートは 443 です。 

URLFile(r)：<S> 

削除する複数のルールを含む CSV ファイルへのパスを指定します。 

URL を指定する場合は、URLFile を指定しないでください。 

MatchType:<exact/starts-with/startswith/prefix> 

URL と共に使用し、ルールが URL に含まれるものに正確に一致するか、またはプレフィックス一致の基本としてそれを使用するかを

指定します。指定しない場合、デフォルトで exact に設定されます。そのほかの選択肢はすべて同等です。 

Deployment：<S> 

URL と共に使用し、どの導入でこのルールを使用するかを指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。複数の導入がある場

合、導入を指定しなければ、ルールではデフォルトの導入が使用されます。 

Description: <S: 128> 

ルールを説明するテキストです。 

HttpMethods:<OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE> 

このルールで許可する一連のメソッドをカンマで区切って指定します。メソッドを指定しない場合、ルールでは[設定

（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] > [HTTP 許可リスト（HTTP allow list）] 

> [編集可能なインバウンドルール（Editable inbound rules）]に設定されたデフォルトのメソッドが使用されます。 

例 1：xCommand HTTPAllowListRuleDelete URLfile: "/tmp/rules.csv" 

例 2：xCommand HTTPAllowListRuleDelete URL: "https://cucm2.example.com:8443/partial/path" 

MatchType: starts-with Description: "https access to read everything below partial/path/ on 

cucm2.example.com" HttpMethods: "OPTIONS,GET" 
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HTTPAllowListRulesTest  

(試験版) 

（CSV ファイルに定義されている）ルールのリストに対して（CSV ファイルに定義されている）URL のコレクションをテストします。こ

のコマンドを使用して、ルールを適用する前にテストしたり、既存のルールが正常に機能しているかどうかテストしたりできます。 

CSV ファイルとしてテスト、またはルール、あるいはその両方を提供できます。両方を提供する場合、Tests CSV ファイルのテストは、

Rules CSV ファイルのルールに対して実行します。1 つまたは両方のパラメータを除外する場合、このコマンドは、Expressway に既にあ

るルールまたはテスト（あるいはその両方）を使用します。（Workflow ルールを確認するには、xstatus collaborationedge 

httpallowlist を使用してください）。 

Tests：<S> 

複数のテストを含む CSV ファイルへのパスを指定します。例： /tmp/tests.csv。「許可リストのテストファイル参照（390 ペー

ジ）」を参照してください。 

Rules：<S> 

テストする複数のルールを含む CSV ファイルへのパス。（たとえば、/tmp/rules.csv）を指定します。「許可リストルールのファ

イル参照（390 ページ）」を参照してください。 

例：xCommand HTTPAllowListRulesTest: "/tmp/tests.csv" Rules: "/tmp/rules.csv" 
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HTTPAllowListTestAdd  

(試験版) 

HTTP の許可リストに対してテスト、1 つ以上の URL を追加します。少なくとも URL または URLFile を指定する必要がありますか、URL

を指定する場合、ExpectedResult を指定する必要があります。 

URL(r)：<S> 

テスト URL を指定します。IPv6 アドレスには RFC 2732 形式を使用する必要があります。 

例: https:// [2001:: DB8:1]:8443/path または https://www.example.com:8443/resource 

URLFile を指定する場合は、URL を指定しないでください。 

URL には、プロトコル（http://または https://）とホスト名を含める必要があります。また、特定の URL を実行するためにドメ

イン、ポートおよびパスが含まれている必要があります。URL の一部を省略すると、Expressway はデフォルトを指定します。たとえ

ば http://hostname とすると http://hostname.SystemDNSDomain:80 の URL をテストします。http のデフォルトポートは 

80、https のデフォルトポートは 443 です。 

URLFile(r)：<S> 

複数のテストを含む CSV ファイルへのパスを指定します。「許可リストのテストファイル参照（390 ページ）」を参照してください。 

URL を指定する場合は、URLFile を指定しないでください。 

ExpectedResult （R）:<allow/block> 

許可リストに従って URL を許可またはブロックするかどうかを指定するには、URL と共に指定する必要があります。 

Deployment：<S> 

URL と共に使用し、どの導入でこのテストを使用するかを指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。複数の導入がある場

合は、導入を指定しなければテストはデフォルトの導入を使用します。 

Description: <S: 128> 

テストを説明するテキストです。 

HttpMethod:<OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE> 

テストする 1 つのメソッドを指定します。メソッドを指定しないと、テストでは GET が使用されます。 

例 1：xCommand HTTPAllowListTestAdd URLfile: "/tmp/tests.csv" 

例 2：xCommand MRAAllowListTestAdd URL: "https://cucm2.example.com:8443/partial/path" 

ExpectedResult: block Description: "https access to write to partial/path/ on cucm2.example.com" 

HttpMethod: "POST" 
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HTTPAllowListTestDelete  

(試験版) 

HTTP の許可リストから 1 つまたは複数のテスト URL を削除します。少なくとも URL または URLFile を指定する必要がありますか、URL 

を指定する場合、ExpectedResult を指定する必要があります。 

URL(r)：<S> 

削除するテスト URL を指定します。 

URLFile を指定する場合は、URL を指定しないでください。 

URLFile(r)：<S> 

削除する複数のテストを含む CSV ファイルへのパスを指定します。 

URLFile を指定する場合は、URL を指定しないでください。 

ExpectedResult （R）:<allow/block> 

削除するテストで期待される成果を指定します。テストを削除するには、必要。 

Deployment：<S> 

削除するテストを使用している導入を指定します。複数の導入がない場合は必要ありません。 

Description: <S: 128> 

テストを説明するテキストです。相互に区別できない複数のテストがある場合以外、テストを削除する必要はありません。 

HttpMethod:<OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE> 

削除するテストで使用されているメソッドを指定します。メソッドを省略すると、Expressway はこのコマンドで現在のデフォルトのメソ

ッドを使用します。これは、テストが対応するメソッドで作成されていないと削除が失敗する可能性があることを意味します。 

例 1：xCommand HTTPAllowListTestDelete URLfile: "/tmp/tests.csv" 

例 2：xCommand HTTPAllowListTestDelete URL: "https://cucm2.example.com:8443/partial/path" 

ExpectedResult: allow HttpMethod: "get" 

HTTPProxyJabberCTargetsAdd 

Jabber Guest サーバを設定して Jabber Guest ドメインと関連付けます。 

DomainIndex(r)：<0..200> 

この Jabber Guest サーバが関連付けられたドメインのインデックス。 

Host(r)：<S:1,1024> 

選択したドメインに使用する Jabber Guest サーバの FQDN。これは、非修飾ホスト名または IP アドレスではなく、FQDN である必要

があります。 

同じドメインに別のプライオリティで代替アドレスを指定できます。 

Priority：<0..9> 

このドメインに対してこのホスト名への接続を試行する順序。ドメインのプライオリティ 1 のすべてのホスト名が最初に試行され、次

にプライオリティ 2 のすべてのホスト名という順で実行されます。 

例：xCommand HTTPProxyJabberCTargetsAdd DomainIndex: 2 Host: jabberguest.example.com 
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HTTPProxyJabberCTargetsDelete 

設定された Jabber Guest サーバを Expressway から削除します。 

Host(r)：<S:1,1024>削除する Jabber Guest サーバの FQDN。 

IMPServerAdd 

Microsoft SIP Simple メッセージをルーティングする外部のメッセージングサーバを追加します。 

IMP(r): <値> configuration/b2bua/imp/imp 

IMPServerDelete 

外部メッセージングサーバを削除します。 

IMP(r): <値> configuration/b2bua/imp/imp 

LinkAdd  

新しいリンクを追加して設定します。 

LinkName(r)：<S: 1, 50> 

このリンクに名前を割り当てます。 

Node1：<S: 1, 50> 

このリンクを適用する最初のゾーンまたはサブゾーンを指定します。 

Node2：<S: 1, 50> 

このリンクを適用する 2 番目のゾーンまたはサブゾーンを指定します。 

Pipe1：<S: 1, 50> 

このリンクと関連付ける最初のパイプを指定します。 

Pipe2：<S: 1, 50> 

このリンクと関連付ける 2 番目のパイプを指定します。 

例：xCommand LinkAdd LinkName: "Subzone1 to UK" Node1: "Subzone1" Node2: "UK Sales Office" Pipe1: "512Kb 

ASDL" 

LinkDelete  

リンクを削除します。 

LinkId(r)：<1..3000> 

削除するリンクのインデックス。 

例：xCommand LinkDelete LinkId: 2 
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Locate  

Expressway のロケーションアルゴリズムを実行し、指定したエイリアスによって識別されたエンドポイントをローカルに検索し、指定した

「ホップ」の回数内にネイバー上や DNS システムを通じて検出されたシステム上で見つけます。結果は xFeedback を通じて報告されます。

そのため、このコマンド（xFeedback register event/locate）を発行する前にこのメカニズムをアクティブにする必要があります。 

Alias(r)：<S: 1, 60> 

見つけるエンドポイントに関連付けられたエイリアス。 

HopCount(r)：<0..255> 

検索で使用するホップカウント。 

Protocol(r)：<H323/SIP> 

検索を開始するために使用するプロトコル。 

SourceZone：<S: 1, 50> 

検索要求をシミュレートするためのゾーン。デフォルトゾーン（不明なリモートシステム）、ローカルゾーン（ローカルに登録された

エンドポイント）、またはその他の設定済みのネイバー、トラバーサルクライアントまたはトラバーサルサーバゾーンから選択しま

す。 

Authenticated：<Yes/No> 

検索要求を認証済みとして処理するかどうか。 

SourceAlias：<S: 0, 60> 

検索要求に使用する送信元エイリアス。デフォルトは xcom-locate です。 

例：xCommand Locate Alias: "john.smith@example.com" HopCount: 15 Protocol: SIP SourceZone: LocalZone 

Authenticated: Yes SourceAlias: alice@example.com 

Networkinterface 

LAN 2 ポートが管理およびコールシグナリングに有効になっているかどうかを制御します。 

DualInterfaces(r)：<enable/disable/status> 

LAN 2 ポートの現在のステータスの設定またはレポート。 

例：xCommand Networkinterface DualInterfaces: enable 

Networklimits 

機能を制限するまでレートを制御します。xcom networklimits ?と入力してヘルプを確認します。 

NTPServerAdd 

システム時刻を同期するときに使用する NTP サーバを追加します。 

Address(r)：<値> 

追加する NTP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

例：xCommand NTPServerAdd Address: "ntp.server.example.com" 
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NTPServerDelete 

Address(r)：<値> 

削除する NTP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

例：xCommand NTPServerDelete Address: "ntp.server.example.com" 

OptionKeyAdd  

Expressway に新しいオプションキーを追加します。これらのキーは、Expressway のキャパシティを引き上げるなど、特別な機能を追加

するために Expressway に追加されます。詳細については、シスコの担当者にお問い合わせください。 

Key(r): <S: 0, 90> 

ソフトウェアオプションのオプションキーを指定します。 

例：xCommand OptionKeyAdd Key: "1X4757T5-1-60BAD5CD" 

OptionKeyDelete  

Expressway からソフトウェアオプションキーを削除します。 

OptionKeyId(r)：<1..64> 

削除するソフトウェアオプションの ID を指定します。 

例：xCommand OptionKeyDelete OptionKeyId: 2 

ping 

特定のホストシステムが接続可能であることを確認します。 

Hostname：<値> 

接続を試みるホストシステムの IP アドレスまたはホスト名。 

例：xCommand Ping Hostname: "example.com" 

PipeAdd  

新しいパイプを追加して設定します。 

PipeName(r)：<S: 1, 50> 

このパイプに名前を割り当てます。 

TotalMode：<Unlimited/Limited/NoBandwidth> 

パイプの総帯域幅の制限を制御します。NoBandwidth：このパイプを使用してコールを発信できません。デフォルトは Unlimited です。 

Total：<1..100000000> 

このパイプの帯域幅が制限されている場合にパイプで常に使用可能な最大帯域幅（kbps 単位）を設定します。デフォルトは 

 500000 です。 

PerCallMode：<Unlimited/Limited/NoBandwidth> 

個々のコールの帯域幅制限を制御します。NoBandwidth：このパイプを使用してコールを発信できません。デフォルトは  

Unlimited です。 

PerCall：<1..100000000>制限付きのコール単位モードでは、コールごとに使用可能な最大帯域幅（kbps 単位）を設定します。デフ

ォルトは 1920 です。 

例：xCommand PipeAdd PipeName: "512k ADSL" TotalMode: Limited Total: 512 PerCallMode: Limited PerCall: 128 
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PipeDelete  

パイプを削除します。 

PipeId(r)：<1..1000> 

削除するパイプのインデックス。 

例：xCommand PipeDelete PipeId: 2 

PolicyServiceAdd 

ポリシーサービスを追加します。 

Name(r): <S: 0, 50> 

このサービスポリシーに名前を割り当てます。 

Description: <S: 0, 64> 

自由形式のポリシーサービスの説明。 

Protocol：<HTTP/HTTPS> 

リモートサービスに接続するために使用するプロトコルを指定します。デフォルトは HTTPS です。 

Verify：<On/Off> 

X.509 証明書のチェック、およびこの Expressway とポリシーサービス間の相互認証を制御します。有効になっている場合は、アドレ

スフィールドで指定したサーバの FQDN または IP アドレスがサーバの X.509 証明書内（サブジェクト共通名またはサブジェクト代替

名のどちらかの属性）に含まれている必要があります。デフォルトは On です。 

CRLCheck：<On/Off> 

ポリシーサービスによって提供された証明書の証明書失効リストのチェックを制御します。有効になっている場合は、サーバの X.509 

証明書が、その証明書の証明書発行機関の失効リストと照合して確認されます。デフォルトは Off です。 

Address：<S: 0, 128> 

リモートサービスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。 

Path：<S: 0, 255> 

リモートサービスの URL を指定します。 

StatusPath：<S: 0..255> 

リモートサービスステータスを取得するためのパスを指定します。デフォルトは status です。 

UserName: <S: 0, 30> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するユーザ名を指定します。 

Password: <S: 0, 82> 

リモートサービスにログインして照会するために Expressway が使用するパスワード。プレーンテキストの最大長は 30 文字です。 

DefaultCPL：<S: 0, 255> 

リモートサービスが使用できない場合に使用する CPL。デフォルトは<reject status='403' reason='Service Unavailable'/>です。 

例：xCommand PolicyServiceAdd Name: "Conference" Description: "Conference service" Protocol: HTTPS 

Verify: On CRLCheck: On Address: "service.example.com" Path: "service" StatusPath: "status" UserName: 
"user123" Password: "password123" DefaultCPL: "<reject status='403' reason='Service Unavailable'/>" 
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PolicyServiceDelete 

ポリシーサービスを削除します。 

PolicyServiceId(r)：<1..20> 

削除するポリシーサービスのインデックス。 

例：xCommand PolicyServiceDelete PolicyServiceId: 1 

RemoteSyslogAdd 

リモート syslog サーバのアドレスを追加します。 

Address(r)：<値> 

リモート syslog サーバの IP アドレスまたは FQDN。 

Crlcheck：<On/Off> 

syslog サーバが提供する証明書を証明書失効リスト（CRL）と照合して確認するかどうかを制御します。デフォルト：Off  

Format：<bsd/ietf> 

リモート syslog メッセージが作成される形式。デフォルト：bsd 

Loglevel：<emergency/alert/critical/error/warning/notice/informational/debug> 

この syslog サーバに送信するログメッセージの最小重大度。デフォルトは informational です。 

Mode：<bsd/ietf/ietf_secure/user_defined> 

syslog サーバにメッセージを送信するときに使用する syslog プロトコル。デフォルトは bsd です。 

Port：<1..65535> 

使用する UDP/TCP 宛先ポート。推奨されるポート：UDP=514 TCP/TLS=6514 デフォルト：514 

Transport：<udp/tcp/tls> 

syslog サーバと通信するときに使用するトランスポートプロトコル。デフォルトは udp です。 

例：xCommand RemoteSyslogAdd Address: "remote_server.example.com" Crlcheck: Off Format: bsd Loglevel: 

warning Mode: bsd Port: 514 Transport: udp 

RemoteSyslogDelete 

Address(r)：<値> 

削除するリモート syslog サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

Port(r)：<1..65535> 

削除するリモート syslog サーバが使用するポート。 

Transport(r)：<udp/tcp/tls> 

削除するリモート syslog サーバが使用するトランスポートプロトコル。 

例：xCommand RemoteSyslogDelete Address: "remote_server.example.com" Port: 514 Transport: udp 
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RemoveRegistration  

Expressway から登録を削除します。 

Registration：<1..3750> 

削除する登録のインデックス。 

RegistrationSerialNumber：<S: 1, 255> 

削除する登録のシリアル番号。 

例：xCommand RemoveRegistration RegistrationSerialNumber: "a761c4bc-25c9-11b2-a37f-0010f30f521c" 

再起動 

完全なシステムリブートを実行せずに Expressway を再起動します。 

このコマンドにはパラメータがありません。 

例：xCommand Restart 

RouteAdd  

新しい IP ルーティング（スタティックルートとも呼ぶ）を追加して設定します。 

Address(r)：<S: 1, 39> 

このルートを適用するネットワークを決定するためにプレフィックス長とともに使用する IP アドレスを指定します。デフォルトは 32 

です。 

PrefixLength(r)：<1..128> 

このルートを適用するネットワークの決定時に一致する必要がある IP アドレスのビット数を指定します。 

Gateway(r)：<S: 1, 39> 

このルートのゲートウェイの IP アドレスを指定します。 

Interface：<Auto/LAN1/LAN2> 

このルーティングに使用する LAN インターフェイス。Auto：使用に最適なインターフェイスを Expressway が選択します。デフォル

トは Auto です。 

例：xCommand RouteAdd Address: "10.13.8.0" PrefixLength: 32 Gateway: "192.44.0.1" 

RouteDelete  

ルートを削除します。 

RouteId(r)：<1..50> 

削除するルートのインデックス。 

例：xCommand RouteDelete RouteId: 1 

Securemode 

高度なアカウントセキュリティのオプションを制御します。 

Command(r)：<on/off/status> 

削除するルートのインデックス。 

例：xCommand Securemode Command: off 
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SearchRuleAdd  

ゾーンまたはポリシーサービスに検索やコールをルーティングする新しい検索ルールを追加します。 

Name(r): <S: 0, 50> 

検索ルールの記述名。 

ZoneName: <S: 0, 50> 

エイリアスが検索ルールと一致するかどうかを照会するゾーンまたはポリシーサービス。 

Description: <S: 0, 64> 

自由形式の検索ルールの説明。 

例：xCommand SearchRuleAdd Name: "DNS lookup" ZoneName: "Sales Office" Description: "Send query to the 

DNS zone" 

SearchRuleDelete  

検索ルールを削除します。 

SearchRuleId(r)：<1..2000> 

削除する検索ルールのインデックス。 

例：xCommand SearchRuleDelete SearchRuleId: 1 

Tracepath 

特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したパスを検出します。 

Hostname：<値> 

パスをトレースするホストシステムの IP アドレスまたはホスト名。 

例：xCommand Tracepath Hostname: "example.com" 

traceroute 

特定の宛先ホストシステムに送信されたネットワークパケットが取得したルートを検出します。また、パスの各ルータの詳細と、各ルータ

が要求への応答にかかった時間を報告します。 

Hostname：<値> 

ルートをトレースするホストシステムの IP アドレスまたはホスト名。 

例：xCommand Traceroute Hostname: "example.com" 
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TransformAdd  

新しいトランスフォーメーションを追加して設定します。 

Pattern(r)：<S: 1, 60> 

エイリアスを比較するパターンを指定します。 

Type：<Exact/Prefix/Suffix/Regex> 

適用するトランスフォーメーションで、パターン文字列をエイリアスとどのように照合するか。Exact：文字列全体がエイリアスと 1 

文字も違うことなく完全に一致する必要があります。Prefix：文字列がエイリアスの先頭に表示される必要があります。Suffix：文字列

がエイリアスの末尾に表示される必要があります。Regex：文字列は正規表現として処理されます。デフォルトは Prefix です。 

Behavior：<Strip/Replace/AddPrefix/AddSuffix> 

エイリアスをどのように変更するかを示します。Strip：一致しているプレフィックスまたはサフィックスをエイリアスから削除します。

Replace：置換文字列内のテキストでエイリアスの一致している部分を置換します。AddPrefix：エイリアスの前に置換文字列を追 

加します。AddSuffix：エイリアスの後ろに置換文字列を追加します。デフォルトは Strip です。 

Replace：<S: 0, 60> 

選択したパターン動作とともに使用するテキスト文字列。 

Priority：<1..65534> 

指定したトランスフォーメーションにプライオリティを割り当てます。トランスフォーメーションはプライオリティ順に着信メッセー

ジと比較されます。また、プライオリティはトランスフォーメーションごとに一意である必要があります。デフォルトは 1 です。 

Description: <S: 0, 64> 

自由形式のトランスフォーメーションの説明。 

State：<Enabled/Disabled> 

トランスフォーメーションが有効になっているか、無効になっているかを示します。無効になっているトランスフォーメーションは無

視されます。デフォルトは Enabled です。 

例：xCommand TransformAdd Pattern: "example.net" Type: suffix Behavior: replace Replace: "example.com" 

Priority: 3 Description: "Change example.net to example.com" State: Enabled 

TransformDelete  

トランスフォーメーションを削除します。 

TransformId(r)：<1..100> 

削除されるトランスフォーメーションのインデックス。 

例：xCommand TransformDelete TransformId: 2 
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UcxnConfigAdd 

Mobile & Remote Access で使用できるように Cisco Unity Connection サーバへのリンクを設定します。 

Address(r)：<S:0,1024> 

Unity Connection パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

CertValidationDisabled：<On/Off> 

CertValidationDisabled がオフになっている場合、Cisco Unity Connection システムの FQDN または IP アドレスはそのシステムが提

示する X.509 証明書内（証明書のサブジェクト共通名またはサブジェクト代替名のいずれか）に含まれている必要があります。証明書

自体も有効であり、信頼された認証局によって署名されている必要があります。 

DeploymentId：<1..65535> 

この Unity Connection パブリッシャは、選択した導入環境に関連付けられ、選択した導入環境の他のメンバーのみと通信できます。そ

のほかの導入環境のメンバーとは通信できません。 

Password(r): <S: 1,1024> 

Expressway-C が Cisco Unity Connection パブリッシャにアクセスするために使用するパスワード。 

Username(r)：<S:1,1024> 

VCS が Unity Connection パブリッシャにアクセスするために使用するユーザ名。 

UcxnConfigDelete 

VCS から Cisco Unity Connection サーバへのリンクを削除します。 

Address(r)：<S:0,1024> 

Unity Connection パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

Xmppdelete 

IM and Presence サーバの詳細情報を削除します。 

Address(r)：<値> 

削除するリモート IM and Presence サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

例：xCommand Xmppdelete Address: "imp_server.example.com" 
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Xmppdiscovery 

IM and Presence サーバの詳細情報を検出します。 

Address(r)：<値> 

検出するリモート IM and Presence サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。 

Axlpassword(r)：<パスワード> 

IM and Presence パブリッシャへのアクセスに使用するパスワード。 

Axlusername(r)：<文字列> 

IM and Presence パブリッシャにアクセスするためのユーザ名。 

CertValidationDisabled：<On/Off> 

IM and Presence パブリッシャが提示した証明書と照合した X.509 証明書の確認を制御します。デフォルトは On です。 

例：xCommand Xmppdiscovery Address: "imp.example.com" Axlpassword: "xyz" Axlusername: "abc" 

ZoneAdd  

新しいゾーンを追加して設定します。 

ZoneName(r)：<S: 1, 50> 

このゾーンに名前を割り当てます。 

Type(r)：<Neighbor/TraversalClient/TraversalServer/ENUM/DNS> 

ローカル Expressway に関連して、指定したゾーンの特性を決定します。Neighbor：新しいゾーンはローカル Expressway のネイバー

になります。TraversalClient：ゾーン間にファイアウォールがあり、ローカル Expressway が新しいゾーンのトラバーサルクライアン

トです。TraversalServer：ゾーン間にファイアウォールがあり、ローカル Expressway が新しいゾーンのトラバーサルサーバです。

ENUM：ゾーンに ENUM ルックアップで検出されたエンドポイントが含まれます。DNS：ゾーンに DNS ルックアップで検出されたエ

ンドポイントが含まれます。 

例：xCommand ZoneAdd ZoneName: "UK Sales Office" Type: Neighbor 

ZoneDelete  

ゾーンを削除します。 

ZoneId(r)：<1..1000> 

削除するゾーンのインデックス。 

例：xCommand ZoneDelete ZoneId: 2 

ZoneList  

指定したエイリアスの検索で、照会されるゾーンと適用されるトランスフォーメーションのリスト（プライオリティ別にグループ化）を返

します。 

このコマンドは、既存のシステム設定を変更しません。 

Alias(r)：<S: 1, 60> 

検索するエイリアス。 

例：xCommand ZoneList Alias: "john.smith@example.com" 
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コマンド リファレンス - xStatus 

システムの現在のステータスに関する情報を返すには、xStatus グループのコマンドを使用します。各 xStatus の要素は 1 

つ以上のサブ要素に関する情報を返します。 

ここでは、現在使用可能な xStatus コマンドと、各コマンドによって返される情報を記載します。 

既存のステータスに関する情報を取得するには、次のように入力します。 

 xStatus：すべてのステータス要素の現在のステータスを返す場合。 

 xStatus <element>：特定の要素とそのすべてのサブ要素の現在のステータスを返す場合 

 xStatus <element><sub-element>：そのグループのサブ要素の現在のステータスを返す場合。 

xStatus コマンドに関する情報を取得するには、次のように入力します。 

 xStatus ?：xStatus コマンドで使用可能なすべての要素のリストを返す場合。 

xStatus の要素 

現在の xStatus の要素は次のとおりです。 

 Alarm 

 Alternates 

 Applications 

 Authentication 

 Authzkeys 

 B2BUACalls 

 B2buapresencerelayservice 

 B2buapresencerelayuser 

 CDR 

 Cafe 

 Calls 

 Cloud 

 Cluster 

 CollaborationEdge 

 Edgeauth 

 Edgecmsserver 

 EdgeConfigProvisioning 

 Edgeconfigprovisioning 

 Edgedomain 

 Edgeexternalfqdn 

 Edgeauthcodecache 
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 Edgesso 

 ExternalManager 

 Fail2ban 

 Feedback 

 Fips 

 Firewall 

 Gwtunnels 

 H323 

 HTTPProxy 

 Hardware 

 IntrusionProtection 

 Iptablesacceptedrule 

 Iptablesrule 

 License 

 Links 

 Mediastatistics 

 MicrosoftContent 

 MicrosoftIMP 

 NetworkInterface 

 NetworkLimits（試験版） 

 Ntpcertificates 

 Options 

 PhonebookServer 

 Pipes 

 Policy 

 PortUsage 

 Registrations 

 ResourceUsage 

 Resourceusage 

 SIP 

 SipServiceDomains 

 SipServiceZones 

 SystemMetrics 

 SystemUnit 

 TURN 

 Teststatus 

 Time 

 Traversalserverresourceusage 
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 Tunnels 

 Warnings 

 XMPP 

 Xcps2s 

 Zones 

外部ポリシーの概要 

Cisco Expressway（Expressway）には、登録ポリシーとコールポリシー設定のサポートが組み込まれています。また、よ

り複雑なポリシー決定を実行するための CPL（コール処理言語）もサポートします。CPL はマシン生成言語として設計さ

れていて、特に直感的ではありません。Expressway は高度なコールポリシー決定を行うために CPL をロードできますが、

複雑な CPL は作成とメンテナンスが困難です。 

Expressway 外部ポリシー機能では、ポリシー決定を外部システムで行うことができ、実行するアクションの過程で 

Expressway に指示できます（たとえば、登録を承認するか、コールを分岐するかなど）。コールポリシーは Expressway 

とは別に管理でき、Expressway では使用できない機能を実行できます。外部ポリシーサーバは、ポリシーサーバがアクセ

スできる任意のソースからのデータに基づいてルーティングを決定できます。したがって、企業は特定の要件に基づいてル

ーティングを決定できます。 

外部ポリシーサーバを使用するよう Expressway を設定すると、Expressway は外部ポリシーサーバにサービス要求を送信し

ます（HTTP または HTTPS 経由で）。サービスは Expressway が次に実行する CPL スニペットを含む応答を返信します。 

外部ポリシー サーバの使用 

外部ポリシーサーバを使用するよう Expressway を設定できる主なエリアは次のとおりです。 

 登録ポリシー：登録を許可または拒否します。 

 コールポリシー（別名、管理ポリシー）：許可、拒否、ルーティング（コールに失敗した場合は、フォールバック

で）およびコールの分岐をコントロールします。 

 検索ルール（ポリシーは、特定のダイヤルプランの検索ルールに適用にできます）。 

これらのエリアごとに、ポリシーサービスを使用するかしないかを独自に設定できます。ポリシーサービスを使用する場合は、

ポリシーサービスによる決定によって、Expressway による決定が置き換えられます（補完ではない）。 

ポリシーサービスを設定するときは、次の点を考慮します。 

 最大 3 つの外部ポリシーサーバを指定して、復元力を提供できます（ロードバランシングではない）。 

 サービスが使用できない場合に、デフォルト CPL をフォールバックとして Expressway で処理するように設定でき

ます。 

 サービスのステータスおよび到達可能性をステータスパスを使用して問い合わせることができます。 

ポリシーサービスの詳細（CPL の例を含む）については、『Expressway 外部ポリシーの導入ガイド』を参照してください。 

外部ポリシー要求のパラメータ 

Expressway は、ポリシーサービスを使用するときに、コール要求または登録要求に関する情報を POST メッセージでその

サービスに送信します。その際、名前と値のペアで構成される一連のパラメータを使用します。サービスは、これらのパラ

メータと、それ自体のポリシー決定のロジックおよび裏付けとなるデータに基づいて決定を行うことができます（たとえば、

http://www.cisco.com/ja/JP/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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LDAP データベースや他の情報源などの外部データルックアップを介した登録やコールの発着信を許可するエイリアスのリ

ストなど）。 

サービス応答は、CPL が本文に含まれている 200 OK メッセージである必要があります。 

次の表に、要求に含まれている可能性があるパラメータのリストを示し、そのパラメータが含まれている要求タイプを で

示します。また、状況に応じて、許容される値の範囲を示します。 

パラメータ名 値 登録 

ポリシー 

検索 

ルール 

コール 

ポリシー 

ALIAS     

ALLOW_INTERWORKING TRUE / FALSE   

AUTHENTICATED TRUE / FALSE   

AUTHENTICATED_SOURCE_ALIAS     

AUTHENTICATION_USER_NAME     

CLUSTER_NAME     

DESTINATION_ALIAS     

DESTINATION_ALIAS_PARAMS     

GLOBAL_CALL-SERIAL_NUMBER GUID   

LOCAL_CALL_SERIAL_NUMBER GUID   

METHOD INVITE / ARQ / LRQ / OPTIONS / 

SETUP / REGISTER  

  

NETWORK_TYPE IPV4 / IPV6   

POLICY_TYPE REGISTRATION / SEARCH / ADMIN    

PROTOCOL SIP/H323   

REGISTERED_ALIAS     

SOURCE_ADDRESS     

SOURCE_IP     

SOURCE_PORT     

TRAVERSAL_TYPE TYPE_[UNDEF / ASSENTSERVER / 

ASSENTCLIENT / H460SERVER / 

H460CLIENT / TURNSERVER / 

TURNCLIENT / ICE] 

  

UNAUTHENTICATED_SOURCE_ALIAS     

UTCTIME     

ZONE_NAME     

 

暗号化のサポート 

外部ポリシーサーバは TLS および AES-256/AES-128/3DES-168 をサポートする必要があります。 

SHA-1 は MAC および Diffie-Hellman/Elliptic Curve Diffie-Hellman キー交換に必要です。Expressway は MD5 をサポー

トしません。 

ポリシー サービスのデフォルト CPL 

ポリシーサービスを設定するときは、サービスが使用できない場合に、Expressway が使用するデフォルト CPL を指定で

きます。 

登録とコールポリシーのデフォルト CPL は次のとおりです。 
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<reject status='403' reason='Service Unavailable'/> 

これは、要求を拒否します。 

検索ルールが使用するポリシーサービスのデフォルト CPL は次のとおりです。 

<reject status='504' reason='Policy Service Unavailable'/> 

これは、その特定の検索ルールによって検索を停止します。 

このデフォルト CPL は、ポリシーサーバとの接続が切断された場合に、すべてのコール要求と登録要求が拒否されること

を意味します。この動作が不要な場合は、代替のデフォルト CPL を指定することを推奨します。 

コールまたは登録が拒否される場合に、どのサービスがなぜ要求を拒否するのかが明確になるように、サービスの各タイプ

にそれぞれ一意の理由値を使用することを推奨します。 
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フラッシュ ステータス ワード参照テーブル 

フラッシュステータスワードは、NTP サーバの同期の問題を診断するために使用されます。 

これは、ntpq プログラムの rv コマンドで表示されます。これは、以下のように、16 進数でコーディングされた多数のビ

ットで構成されています。 

コード タグ メッセージ 説明 

0001 TEST1 pkt_dup 重複パケット 

0002 TEST2 pkt_bogus 偽造パケット 

0004 TEST3 pkt_unsync サーバが同期していない 

0008 TEST4 pkt_denied アクセス拒否 

0010 TEST5 pkt_auth 認証エラー 

0020 TEST6 pkt_stratum 無効な飛びまたはストラタム 

0040 TEST7 pkt_header ヘッダー距離超過 

0080 TEST8 pkt_autokey Autokey シーケンスのエラー 

0100 TEST9 pkt_crypto Autokey プロトコルのエラー 

0200 TEST10 peer_stratum 無効なヘッダーまたはストラタム 

0400 TEST11 peer_dist 距離のしきい値超過 

0800 TEST12 peer_loop 同期ループ 

1000 TEST13 peer_unreach 到達不能または選択なし 
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サポートされている RFC 

Expressway は次の RFC をサポートしています。 

表 39    サポートされている RFC 

RFC 説明 

791 Internet Protocol（インターネットプロトコル） 

1213 『Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets』 

1305 『Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis』 

2327 SDP: Session Description Protocol 

2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (partial, static global addresses only) 

2464 『Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks』 

2560 『X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP』 

2782 「A DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV)」 

2833 「RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals」 

2915 The Naming Authority Pointer (NAPTR) DNS Resource Record 

2976 SIP INFO 方式 

3164 『The BSD syslog Protocol』 

3261 Session Initiation Protocol 

3263 Locating SIP Servers 

3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP) 

3325 「Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks」 

3326 The Reason Header Field for the Session initiation Protocol (SIP) 

3265 Session Initiation Protocol (SIP) – Specific Event Notification 

3327 Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Registering Non-Adjacent Contacts 

3489 STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs) 

3515 「The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method」 

3550 『RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications』 

3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing 

3596 『DNS Extensions to Support IP Version 6』 

3761 The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) 

Application (ENUM) 

3880 Call Processing Language (CPL): A Language for User Control of Internet Telephony Services 

3891 Replaces header 

3892 Referred-by header 

3903 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication 

3944 H.350 Directory Services 

3986 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 

4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol 

4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers 

4291 『IP Version 6 Addressing Architecture』 

4443 『Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification』 

4480 RPID: Rich Presence Extensions to the Presence Information Data Format (PIDF) 

4787 『Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast UDP』 

4861 『Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)』 

5095 『Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6』 
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RFC 説明 

5104 Codec Control Messages in the RTP Audio-Visual Profile with Feedback (AVPF): Temporary Maximum 

Media Stream Bit Rate Request (TMMBR) 

5245 Interactive Connectivity Establishment (ICE) 

5389 Session Traversal Utilities for NAT (STUN) 

5424 The Syslog Protocol 

5626 Managing Client-Initiated Connections in the Session Initiation Protocol (SIP) 

5627 Obtaining and Using Globally Routable User Agent URIs (GRUUs) in the Session Initiation Protocol (SIP)。こ

の RFC については一部のみをサポートしています。パブリック GRUU はサポートしていますが、一時 GRUU は

サポートしていません。 

5766 Traversal Using Relays around NAT (TURN): Relay Extensions to Session Traversal Utilities for NAT (STUN) 

5806 Diversion Indication in SIP 

6156 Traversal Using Relays around NAT (TURN) Extension for IPv6 
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ソフトウェア バージョン履歴 

ここでは、バージョン X8.7 以降のソフトウェアリリースで行われた機能の更新の概要を示します。ここに記載さ

れていない以前のリリースに関する情報については、このドキュメントの以前のバージョンまたはオンラインヘル

プを参照してください。 

X8.11 の機能 

表 40    リリース番号別の機能履歴 

機能/変更 X8.11 

（取り消し） 

X8.11.1 

（取り消し） 

X8.11.2 

（取り消し） 

X8.11.3 

（取り消し） 

X 8.11.4 

アプライアンスのシステムサイズの選択 — — — サポート対象 サポート対象 

MRA での Finesse エージェントのサポ

ート 

— — サポート対象 対応 サポート対象 

CE1200 アプライアンス用ソフトウェア

の最初のリリース 

— サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Expressway E へのデバイス登録（SIP 

および H.323） 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Cisco TMS プロビジョニングアクセス

に対する変更 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Cisco Expressway シリーズでの 

Multiway 会議 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

複数の Meeting Server 会議ブリッジに

対する SIP プロキシ（Cisco Meeting 

Server ロードバランシングのサポート） 

プレビュー プレビュー プレビュー 
プレビュー プレビュー 

複数の Meeting Server Web ブリッジ

に対する Web プロキシ 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Cisco Meeting App アプリでは 

Expressway-E TURN サーバを使用可能 

プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー 

TCP 443 での TURN サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

大規模 Expressway-E での TURN ポー

ト多重化 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

保存中のデータのセキュリティ強化 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

コモンクライテリアの準備 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

バックアップ時の必須パスワード サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

カスタムドメイン検索 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 
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機能/変更 X8.11 

（取り消し） 

X8.11.1 

（取り消し） 

X8.11.2 

（取り消し） 

X8.11.3 

（取り消し） 

X 8.11.4 

MRA 上での組み込みブリッジ録音 

（X 8.11 の新機能ではありません。以

前はプレビューステータスであったため

参照用に含めました） 

MRA を介した BiB に関する情報が、

Cisco Expressway を使用したモバイル

およびリモートアクセスガイドに記載さ

れました 

サポート対象（以前

はプレビュー版） 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA でのアクセスポリシーのサポート 

（X8.11 の新機能ではありません。以

前はプレビューステータスであったため

参照用に含めました） 

サポート対象（以前

はプレビュー版） 

Cisco Jabber 12.0 が

必要です 

X8.11 関連 X8.11 関連 X8.11 関連 X8.11 関連 

MRA での複数のプレゼンスドメイン 

（X8.11 の新機能ではありません。以

前はプレビューステータスであったため

参照用に含めました) 

プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー 

ライセンスキーの統合 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

クラスタから離脱したピアの初期設定へ

のリセット 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Smart Call Home 

（X8.11 の新機能ではありません。以

前はプレビューステータスであったため

参照用に含めました) 

プレビュー プレビュー プレビュー 
プレビュー プレビュー 

SRV 接続テストツール サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

REST API 拡張 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

 

X8.10 の機能 

表 41    リリース番号別の機能履歴 

機能/変更 X8.10 X 8.10.1 X 8.10.2 X8.10.3 

（変更なし） 

X8.10.4 

（変更なし） 

MRA での組み込みブリッジの録音 サポート対象外 サポート対象外 プレビュー プレビュー プレビュー 

MRA のプッシュ通知のサポートの強化 プレビュー サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA の自己記述トークンのサポート（更新

を伴う OAuth トークン） 

プレビュー サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA のアクセス制御設定の変更 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA のアクセスポリシーのサポート プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー 
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機能/変更 X8.10 X 8.10.1 X 8.10.2 X8.10.3 

（変更なし） 

X8.10.4 

（変更なし） 

TLS および暗号スイートのデフォルト 

への変更 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

メディア暗号化の AES-GCM 暗号モード サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

マルチテナンシーの Cisco XCP ルータの遅

延再起動 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

マルチテナンシーのサーバ名指定 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

セッション識別子のサポート サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

REST API 拡張 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Smart Call Home 
（X8.10 の新機能ではありません。以前は

プレビューステータスであったため参照用

に含めました) 

プレビュー 
プレビュー プレビュー プレビュー プレビュー 

X8.10 のマイナーな変更および機能強化 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

 

詳細情報 

X8.10.n での特定の機能の詳細については、該当するソフトウェアバージョンのリリースノートを参照してください。 

X8.9 の機能 

表 42    リリース番号別の機能履歴 

機能/変更 X8.9 X8.9.1 X8.9.2 

Apple Push Notification サービスの Cisco Jabber for iPhone and iPad 

へのパススルー 

サポート対象外 サポート対象 サポート対象 

Cisco Meeting Server 用の Microsoft SIP トラフィックのエッジト 

ラバーサル 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 

Meeting Server の Web プロキシ サポート対象外 
サポート対象外 サポート対象 

Skype for Business または Office 365 組織との IM and Presence サー

ビスフェデレーション 

プレビュー サポート対象 サポート対象 

H.323 ゲートキーパーとしての Cisco Expressway サポート対象 サポート対象 サポート対象 

REST API 拡張 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA での SSO のために Jabber for iPhone and iPad に Safari の使 

用を許可 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA エンドポイントの共有回線および複数回線のサポート プレビュー サポート対象 サポート対象 

Smart Call Home プレビュー プレビュー 
プレビュー 

セキュアなインストールウィザード サポート対象 サポート対象 サポート対象 

DiffServ コードポイントマーキング サポート対象 サポート対象 サポート対象 

MRA のメンテナンスモード サポート対象 サポート対象 サポート対象 

X8.9 のマイナーな変更および機能強化 サポート対象 サポート対象 サポート対象 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
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詳細情報 

X8.9.n での特定の機能の詳細については、該当するソフトウェアバージョンのリリースノートを参照してください。 

X8.8 機能 

表 43    リリース番号別の機能履歴 

機能/変更 X8.8 

Expressway の登録 サポート対象 

ビジネス 2016 年の Skype for Business とビジネスモバイルサポートに Skype for Business サポート対象 

Microsoft SIP トラフィック用に仲介国 サポート対象 

マルチストリームサポート サポート対象 

セットアップウィザードを選択できます サポート対象 

MRA の許可リストの改善 サポート対象 

MRA のリモート設定の API サポート対象 

減少 VM、CPU 予約 サポート対象 

最高レベルの環境 サポート対象 

ソフトウェアパッケージのサインイン サポート対象 

制限された SSL/TLS サポート サポート対象 

X8.8 のマイナーな変更および機能強化 サポート対象 

 

詳細情報 

X8.8 での特定の機能の詳細については、最新の X8.8 リリースノートを参照してください。 

X8.7 機能 

表 44    リリース番号別の機能履歴 

機能/変更 X8.7 

Office-Reverse（DVO-R）によるダイヤル サポート対象 

ゲートウェイクラスタによる Lync 画面の共有 サポート対象 

サポートされている Cisco IP 電話を使用したモバイルとリモートアクセス サポート対象 

ハイブリッドサービスと Expressway/VCS のブランド変更 サポート対象 

VMWare vSphere® 6.0 でのホスティング サポート対象 

syslog 出力のキーワードフィルタ サポート対象 

X8.7 のマイナーな変更および機能強化 サポート対象 

 

詳細情報 

X8.7 での特定の機能の詳細については、最新の X8.7 リリースノートを参照してください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
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法律上の通知 

知的財産権 

この管理者ガイドおよび関連する製品には、TANDBERG およびそのライセンサーの専有情報が含まれています。

製品に関する情報は、下記の著作権情報および特許情報の項に記載されています。 

TANDBERG® は Tandberg ASA に帰属する登録商標です。本書で使用されているその他の商標は、それぞれの所

有者に帰属します。本書は、著作権と知的財産権の情報を含めて、すべて複製することができますが、この製品の

使用に関連付けられている数量に制限されます。前の文に記載されている制限付き例外を除いて、本書のいかなる

部分も、電子的、機械的、複写などの形式や手段を問わず、事前に書面で TANDBERG の許可を得ることなく、複

製、検索システムへの保管、または伝送することはできません。 

COPYRIGHT © TANDBERG 

著作権情報 

The product that is covered by this Administrator Guide is protected under copyright, patent, and other 
intellectual property rights of various jurisdictions. 

This product is Copyright © 2014, Tandberg Telecom UK Limited. All rights reserved. 

TANDBERG is now part of Cisco. Tandberg Telecom UK Limited is a wholly owned subsidiary of 
Cisco Systems, Inc. 

This product includes copyrighted software licensed from others. A list of the licenses and notices for open 
source software used in this product can be found at:  
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-licensing-
information-listing.html 

This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/). 

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 

IMPORTANT: USE OF THIS PRODUCT IS SUBJECT IN ALL CASES TO THE COPYRIGHT RIGHTS AND THE 
TERMS AND CONDITIONS OF USE REFERRED TO ABOVE. USE OF THIS PRODUCT CONSTITUTES 
AGREEMENT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS. 

AVC Video のライセンス 

各 AVC/H.264 製品に関し、シスコには次の通知を提供する義務があります。 

この製品は、AVC 特許ポートフォリオライセンスに基づいて消費者の個人的な使用、または報酬を受けないその

他の利用方法が認められています。報酬を受けないその他の利用方法とは、（i）AVC 標準に従ったビデオのエン

コード、（ii）個人的な活動に従事する消費者がエンコードした AVC ビデオ、または AVC ビデオの供給が許され

たビデオプロバイダーから入手した AVC ビデオの復号化、あるいはその両方のことをいいます。その他のいかな

る使用に対してもライセンスは供与されず、それが示唆されることもありません。追加情報は MPEG LA, L.L.C で

ご確認いただけます。 

http://www.mpegla.com を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-licensing-information-listing.html
http://www.cisco.com/c/ja/jp/support/unified-communications/expressway-series/products-licensing-information-listing.html
http://www.cmu.edu/computing/
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そのため、サービスプロバイダー、コンテンツプロバイダー、および放送事業者は、AVC/H.264 のエンコーダま

たはデコーダ、あるいはその両方の使用については、使用する前に MPEG LA から別途ライセンスを取得する必要

があります。 

特許情報 

この製品は、次の特許の 1 つ以上の対象になっています。 

 US7,512,708 

 EP1305927 

 EP1338127 
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Cisco の法的情報 

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となります。 

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。 

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティングシステムの UCB（University of 

California, Berkeley）のパブリックドメインバージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したもの

です。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。シスコおよび上記代理店は、商品性、特定目的適合、およ

び非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または商慣行から発生する保証を含み、これらに限定すること

なく、明示または暗黙のすべての保証を放棄します。 

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。 

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。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワークトポロジー図、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 IP 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。 

この文書の印刷されたハードコピーおよび複製されたソフトコピーは、すべて管理対象外と見なされます。

最新版については、現在のオンラインバージョンを参照してください。 

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所と電話番号は、当社の Web サ

イト（http://www.cisco.com/web/JP/about/office/index.html）をご覧ください。 

© 2016-2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

Cisco の商標または登録商標 

Cisco および Cisco のロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその関連会社の商標を示します。

Cisco の商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks.をご覧ください。Third-party trademarks 

mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」という用語の使用は Cisco 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。（1721R） 
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