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はじめに 

変更履歴 

表 1： 管理者ガイドの変更履歴 
日付 (Date)  変更内容 (Change)  理由 (Reason)  
2017 年 9 月 [ゾーン (Zones)] および [ネイバー (Neighbors)] セクションに [ピアの検索 (Look up 

peers)] フィールドを追加しました。 
ドキュメントの省略。

2017 年 7 月 ソフトウェア バージョン 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 メンテナス リ

リース 
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 ドキュメントの正

誤表 
2016 年 6 月 全般的な訂正と更新。新しい機能を追加。 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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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。 

主な機能と利点として、Cisco Expressway は次のことを行います。 

 組織のリーチを拡張するための実証済みで高度にセキュアなファイアウォール トラバーサル テクノロジーを提供します。 

 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。 

 別途に VPN クライアントを用意する必要なく、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
スのアクセスを提供します。 

 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。 

 

http://www.cisco.com/


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

はじめに 

10 

ユーザが導入できるオプションのパッケージには、TelePresence Room またはデスクトップ システム（FindMe およびデバイス 
プロビジョニングを含む）の登録、Microsoft 製品との相互運用性、高度なネットワーキング（Expressway-E のみ）が含まれ 
ます。 

Expressway は、専用アプライアンス (CE1100) で使用でき、さまざまな Cisco UCS サーバの VMware でも動作します。詳細
については、Expressway のインストール ガイドのページの『Expressway on Virtual Machine Installation Guide』を参照して
ください。 

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。 

Cisco Expressway Base 

バージョン X8.7 では、ハイブリッド サービス用に登録されたものの、リリース キーが適用されていない状態のシステムは 
Cisco Expressway Base と呼ばれます。リリース キーはハイブリッド サービスに使用されるシステムには必要ありません。 

X8.8 では、サービス セットアップ ウィザードの導入に伴いこの動作が変更されました。リリース キーの適用は必要ありません
が、サービス セットアップ ウィザードを実行するときに、Expressway-C を選択する必要があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-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（X8.8 で導入）では、使用環境に応じて選択した目的に合った Expressway の設定のユーザ 
エクスペリエンスが向上しています。 

最初にユーザ インターフェイスを開始すると、メニューに直行する代わりにサービス セットアップ ウィザードが表示されま
す。システム シリーズ（VCS または Expressway）とタイプを選択できます（VCS Expressway/VCS Control または 
Expressway-E/Expressway-C）。これらの選択は、利用可能なサービスのリストに影響します。 

次に、よく使用されている多数の Expressway サービスから選択します。 

 Cisco Spark Hybrid Services 

 Mobile & Remote Access：X8.9 から、このサービスには Meeting Server の Web プロキシも含まれます。 

 Jabber Guest サービス 

 Microsoft ゲートウェイ サービス：このサービスは、このシステムで Microsoft SIP と標準ベースの SIP の両タイプに対
応するとき専用です。導入環境で別のシステム（Cisco Meeting Server など）が対応している場合、このサービスは必要
ありません。 

 レジストラ/プロキシ登録：以前は VCS でのみ可能だったが現在は Expressway でも可能。 

 Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud 

 ビジネス ツー ビジネス コール：X8.9 から、Microsoft と標準ベースの SIP バリアントとの間で対応するように Meeting 
Server を使用する場合、このサービスには Microsoft コラボレーション インフラストラクチャを使用する組織との B2B 
コールが含まれます。 

リストから選択すると、ウィザードにより、選択に応じた適切なライセンスを適用し、基本設定を確認してから、システムを再
起動できます。ネットワーク設定は先に完了しておく必要があります。再起動した後、選択内容に関連する設定ページとフィー
ルドのみが表示されます。 

ウィザードを使用しない場合は、ウィザードをスキップできます。そして、いつでも最初に戻ることができます。 

表 2： 一緒にホストできるサービス 
 Cisco Spark 

Hybrid 
Services（コネ
クタ） 

モバイル & 
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 ビジネス 
ツー ビジネ
ス コール 

Cisco Spark Hybrid Services 
（コネクタ） 

Y N N N N N Y

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 Y Y Y N Y Y Y
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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、ユーザ数の制限があります 

 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」と呼ばれる）が必要です 

 Jabber Guest は MRA では動作しません（技術的な制約） 

 現在、MRA は IPv6 限定モードではサポートされません。同じ Expressway トラバーサル ペアで IPv6 B2B コールと 
IPv4 MRA を共存させる場合、Expressway-E と Expressway-C は両方ともデュアル スタック モードにする必要があり
ます。 

標準機能 

Expressway には次の標準機能が備わっています。 

 別途に VPN クライアントを用意する必要なく、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のアクセスを提供 

 標準の小規模/中規模システムでは 2500 台のエンドポイント登録。大規模システムでは 5000 台の登録。Mobile & 
Remote Access 登録の場合、制限数は 2500 台です。 

 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)] メニューで、それらを有効にする必要があります。 

 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） 

 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） 

 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 

 標準的な小規模/中規模システムで最大 100 のリッチ メディア セッション、大規模システムでは 500 のリッチ メディア 
セッション 
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 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 

 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 の使用による、または CIMC ポート経由（CE1100 アプライアンス）でのシステム 
管理 

 侵入からの保護  

オプション機能 

一部の Expressway の機能は、適切なオプション キーを購入してインストールすると、ロックが解除されます。オプション キー
は、「製品 ID と対応するキー（464 ページ）」で説明します。 

FindMe™ 

FindMe は個々のビデオ ユーザに単一のエイリアスを付与することにより、ユーザは場所を問わずに連絡できます。ユーザは、
Web ベースの Cisco TMS インターフェイスにログインして、連絡先と連絡方法を管理できます。また、FindMe 機能は 
Microsoft のインフラストラクチャとの相互運用性を強化するためにも使用できます（Microsoft の相互運用性キーが必要）。 

注：Expressway で、FindMe 機能は、ルーム/デスクトップ登録ライセンス キーに含まれています。 
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デバイス プロビジョニング 

デバイス プロビジョニングのオプション キーを使用すると、Expressway は要求があったときに設定情報でエンドポイントをプ
ロビジョニングしたり、電話帳の情報をエンドポイントに提供したりできますすべての設定と電話帳の情報は Cisco TMS で管理
されます。Cisco TMS は Expressway にデータを転送し、そこにはエンドポイント クライアントに情報を配信するプロビジョニ
ング サーバがあります。 

注：Expressway で、デバイス プロビジョニング機能は、ルーム/デスクトップ登録ライセンス キーに含まれています。 

プロビジョニングの設定方法の詳細については、「TMS プロビジョニング」と『Cisco TMS Provisioning Extension 
Deployment Guide』を参照してください。 

Microsoft 相互運用性への SIP 

Expressway で Microsoft 相互運用性サービスを使用して、Expressway と Microsoft サーバ間の SIP コールをルーティングでき
ます。これにより、Microsoft ICE（Microsoft クライアントが使用）と標準的なビデオ エンドポイントとの通信用のメディア間
でのインターワーキングを実現します。 

ゲートウェイ Expressway を使用する場合は、Microsoft インフラストラクチャとのすべての通信タイプに Microsoft 相互運用
性オプション キーが必要です。Cisco Meeting Server がインターワーキングを行う場合、オプション キーは必要ありません。 

高度なネットワーキング 

[高度なネットワーキング (Advanced Networking)] オプションは 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るようにします。このオプションには 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。 

これは、Expressway-E が個別のネットワーク セグメント上にある 2 つの個別のファイアウォール間の DMZ に存在する導入環
境用の設定です。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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 には次の 3 つの仮想アプリケーションの導入タイプがあります。 

 小（Cisco Business Edition 6000 の場合のみ） 

 中（標準的なインストール。BE6000 でも可） 

 大（高いパフォーマンスと拡張性機能） 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway Virtual Machine Installation Guide』を参照してください。 

CE シリーズのアプライアンス 

Expressway は、次に示す 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。 

CE1100 アプライアンス：UCS M4 のシャーシに合わせて導入されました。UCS C220 M4L をベースとする CE500 および 
CE1000 の後継機種です。CE1100 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。 

X8.10 以降から、大規模システムの拡張性を実現するために 10 Gbps の NIC を必要とする要件が削除されます。1 Gbps の NIC 
を使用する大規模なシステムの容量を、帯域幅制約の対象とすることが可能になりました。 

注：CE500 プラットフォームと CE1000 プラットフォームは注文できません。「End-of-Sale and End-of-Life Announcement 
for the Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Second-Generation Platform (Cisco UCS C220 M3 
Bundle)」を参照してください。 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway CE1100 Appliance Installation Guide』を参照してくだ 
さい。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/eos-eol-notice-c51-735718.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/eos-eol-notice-c51-735718.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/eos-eol-notice-c51-735718.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
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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 

表 3： プラットフォームでサポートされる Expressway 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 
CE500*（UCS C220 M3L にプレインストールされた Expressway） 52C##### X8.1.1 以降 
CE1000*（UCS C220 M3L にプレインストールされた Expressway） 52B##### X8.1.1 以降 
CE1100（UCS C220 M4L にプレインストールされた Expressway） 52D##### X8.6.1 以降 

 

* 2016 年 2 月 26 日現在、CE500 アプライアンスと CE1000 アプライアンスはシスコに注文できません。これらのプラット
フォームのライフサイクルのその他の重要な日付については、「販売終了のお知らせ」を参照してください。 

このマニュアルについて 

このマニュアルは、Expressway のさまざまな機能に関する概念、設定、および参考資料を説明するいくつかの項で構成されて
います。完全搭載の Expressway バージョンについて説明しますが、説明されているすべての拡張機能がお使いのバージョンに
インストールされていないことがあります。 

Expressway での設定タスクのほとんどは、Web 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 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。 

このマニュアルでは、Web インターフェイスを使用したタスクを実行する手順を [メニュー (Menu)] > [サブメニュー 
(Submenu)] で示し、その後に、表示されるページの [名前 (Name)] を示します。 

コマンド ライン インターフェイス (CLI) が含まれている場合は、次の形式で示します。 

xConfiguration <要素> <サブ要素> 
xCommand <コマンド> 

関連資料 

このマニュアルで参照されているドキュメントおよび Web サイトがすべて掲載されているリストについては、「関連資料
（666 ページ）」を参照してください。 

トレーニング (Training)  

トレーニングはオンラインおよび当社のトレーニング場所で利用できます。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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/expressway-series/eos-eol-notice-c51-735720.html
http://www.cisco.com/go/telepresencetraining
https://tp-tools-web01.cisco.com/start/glossary/
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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 

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。 

www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html 

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 [ユーザ名 (Username)] と [パスワード (Password)] フィールドに入力し、[ログ
イン (Login)] をクリックします (管理者アカウントの設定に関する詳細については「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 † はクラスタ内の各ピアに設定する必要があるフィールドを示します  

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://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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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 ○ ○ 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 ○ ○ 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。 

オプション なし ○ 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 なし ○ 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 なし ○ 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。 

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（329 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。 
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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、システムの現在の状態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（619 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、IP アドレスやゾーンなどのデータの 1 つの項目の追加や編集ができ
ます。さらに、「コマンド リファレンス：xConfiguration（511 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（591 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 パスとその後に ? 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。 

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 
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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。 

ページ要素   説明 
ページ名と場所 

 
すべてのページに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
はリンクになっており、上位のメニュー項目をクリックするとそのページに移動します。 

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、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、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、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、上部右隅にある 
[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。 

[すべてを選択 
(Select All)] と [選
択をすべて解除 
(Unselect All)] 

 
これらのボタンを使用して、リスト内のすべての項目を選択したり、すべての項目の選択を解除した
りします。 

Mandatory field  入力する必要が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 
(System 
Information)  

 
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。 
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このバージョンの新機能 

表 4： リリース番号別の機能履歴 
機能/変更 X8.10

MRA のプッシュ通知のサポートの強化 プレビュー (Preview)  
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 (Preview)  

MRA のアクセス制御設定の変更 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 (Preview)  
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 
メディア暗号化の AES-GCM 暗号モード 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 
マルチテナンシーのサーバ名指定 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 
REST API 拡張 サポート対象 
Smart Call Home プレビュー 

（X8.10 では新規ではありません。プレビュー ステータスのため参照
用に含めました） 

その他の X8.10 の変更と機能強化 サポート対象 

 

X8.10 

メディア暗号化の AES-GCM 暗号モード 

現在進行中のセキュリティ改善作業の一環として、X8.10 から、Expressway のメディア暗号化機能が改善されました。メディ
ア暗号化を実行できるすべてのゾーンで、SRTP メディア ストリームを暗号化/復号化するための AES-GCM 暗号モードがサ
ポートされるようになりました。（AES-GCM は Advanced Encryption Standard 暗号で使用される Galois/カウンタ モードを
指します。） 

この機能は、デフォルトではオフになっています。エンドポイントで GCM を使用してメディアを暗号化できることがわかって
いる場合は、メディア パスのゾーンでこのモードを有効にすることで、パフォーマンスが向上する可能性があります。 

注：新しいメディア暗号化モードはデフォルトでオフになっているため、MRA 用に自動的に作成される CEtls ゾーンに対してオ
フになっています。これらのゾーンは Web インターフェイスでは編集できません。MRA で AES GCM メディア暗号化を使用す
るには、CLI コマンド xConfiguration Zones Zone index Neighbor SIP Media AesGcm Support: "On" を使用して、これら
のゾーンを設定します。 

（ゾーンとインデックス番号を一覧表示するには xstatus zone を使用します。） 

サーバ名指定 

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。 
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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 Mobile & Remote Access (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（ケーシングを含む）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。設定に失敗すると、Cisco Jabber 
クライアントが MRA に正常に登録できなくなります。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

セッション識別子のサポート 

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。 

oAuth トークン チェックのサポート 

この機能は X8.10 でプレビュー ステータスでのみ導入されました。X8.10.1 から完全にサポートされています。 

Expressway では MRA 承認オプションとして自己記述トークンの使用がサポートされています。（[OAuth トークンによる承認
（更新あり）(Authorize by OAuth token with refresh)] を [はい (Yes)] に設定します）。自己記述トークンには大きな利点があ
ります。 

 トークン更新機能により、ユーザは繰り返し再認証する必要がありません。 

 高速承認。 

 アクセス ポリシーのサポート。Expressway では、Unified CM のユーザに適用される MRA アクセス ポリシー設定を強
制できます。 

 ローミングのサポート。トークンはオンプレミスでもリモートでも有効なので、ローミング ユーザはオンプレミスとオフ
プレミスの間を移動する場合に再認証する必要がありません。 

Expressway では、特に Cisco Jabber ユーザを支援するために自己記述トークンが使用されます。移動中またはリモートで作業
する Jabber ユーザは、ローカル ネットワークから離れた場所（オフプレミス）で認証できます。彼らが元々オンプレミスで認
証していた場合、後でオフプレミスに移動した場合に再認証する必要はありません。同様に、ユーザがオフプレミスで認証した
後にオンプレミスに移動した場合、ユーザは再認証する必要はありません。どちらの場合も、設定されたアクセス トークンまた
は更新トークン制限の対象となり、再認証が強制される可能性があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
https://tools.ietf.org/html/rfc7989
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Jabber iOS デバイスを使用するユーザの場合、自己記述トークンでサポートされている高速度によって、Apple プッシュ通知 
(APN) の Expressway サポートが最適化されます。 

自己記述トークン承認をサポートするために必要なインフラストラクチャがあることを前提として、すべての展開に対して自己記
述トークン承認を推奨します。適切な Expressway 設定の下では、Jabber クライアントが自己記述トークンを提示した場合、
Expressway は単にトークンをチェックします。パスワードまたは証明書ベースの認証は必要ありません。設定された認証パスが
外部 IdP によるものか、または Unified CM によるものかにかかわらず、トークンは Unified CM によって発行されます。コール 
フロー内のすべてのデバイスが自己記述トークン承認用に設定されている場合、自己記述トークン承認が自動的に使用されます。 

Expressway-C は、トークン承認を実行します。これにより、Expressway-E で公開されている認証および承認設定が回避され
ます。 

前提条件 

 Expressway がすでに Jabber for iPhone と iPad 用の Mobile & Remote Access を提供している。 

 コール フロー内の他のすべてのデバイスも同様に有効になっている。 

 次の製品バージョン（またはそれ以降）がインストールされている。 

 Expressway X8.10.1 以降（X8.10 ではプレビュー ステータスのみ） 

 Cisco Jabber for iPhone および iPad iOS 11.9 

 Cisco Unified Communications Manager 11.5 (SU3)  
 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 11.5 (SU3)  
 Cisco Unity Connection 11.5 (SU3)  

 他のすべてのシステム コンポーネントでもサポートされていることがわかるまで、OAuth トークンを有効にしないでく
ださい。 

自己記述トークンによる承認を設定する場合（[OAuth トークンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with 
refresh)]）は、Expressway で定義された Unified CM ノードを更新する必要があります。これにより、Expressway がトークン
を復号化するために必要なキーが Unified CM から取得されます。 

制限事項 

重要：X8.10.1 から、Expressway は自己記述トークン（トークン更新、高速承認、アクセス ポリシー サポートを含む）の利点
を完全にサポートしています。ただし、実際にはすべての利点が広範なソリューション全体で利用できるわけではありません。
使用する他の製品 (Unified CM、IM and Presence Service、Cisco Unity Connection) およびそのバージョンによって、すべて
の製品が自己記述トークンのすべての利点を完全にサポートしているわけではありません。詳細については、『Cisco Unified 
Communications Manager, Configuration Examples and TechNotes』ページの『Deploying Push Notifications for Cisco 
Jabber on iPhone and iPad with Cisco Unified Communications Manager, Release 11.5 (1) SU3』を参照してください。 

 メジャー リリース間のアップグレード プロセス（たとえば、X7.n から X8.n まで）では、常にリリース キーが必要でし
た。アップグレード プロセスでは、キーが必要なときを管理者がよりわかりやすくなりました。また、アップグレードの
開始後にキーを入力する機会も提供されます。 

 Expressway にサインインする人がカスタマイズ可能なウェルカム メッセージを最初に確認する必要があるということを
指定できるようになりました。受諾ボタンが表示され、ユーザはそのボタンを押してからでないと続行できません。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/11_5_1/SU3/cucm_b_push-notifications-deployment-1151su3.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/11_5_1/SU3/cucm_b_push-notifications-deployment-1151su3.html
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 X8.10 から、証明書署名要求 (CSR) ジェネレータでは、証明書の署名用に SHA-1 ダイジェスト アルゴリズムを選択する
ことができなくなりました。残りのオプションは、SHA-256、SHA-384、および SHA-512 です。 

 サーバ セキュリティ証明書のアップロード メカニズム（[メンテナンス (Maintenance)] > [セキュリティ (Security)] > 
[サーバ証明書 (Server certificate)]）では、証明書が特定の基準を満たさない場合に警告が表示されます。警告が表示さ
れるケースは次のとおりです。 

 証明書に許容できるレベルのセキュリティがない。 

 証明書に共通名 (CN) 属性がない。 

一部の Expressway サービスでは、共通名（MRA、Jabber Guest、および Cisco Meeting Server の Web プロキシ）
なしでは機能しないため、この場合もアラームが発生します。 

 証明機関 (CA) または証明書失効リスト (CRL) が認識されていない。 

証明書のアップロードは回避されません。 

 MRA を介して接続されたデバイスの場合、Expressway では、11.9 以降を実行している Cisco Jabber クライアント、
および CE8.3.0 以降を実行しているコラボレーション エンドポイント デバイスで Unified CM 共有回線機能のパスス
ルー サポートを提供するようになりました。（以前の Expressway リリースでは、パス ヘッダーのサポートが有効に
なっている MRA 接続された Cisco IP Phone 78xx デバイスと Cisco IP Phone 8811、8841、8845、8861、および 
8865 デバイスですでに共有回線がサポートされていました。） 

 Expressway-E TURN サーバは、オプションでポート 443 で汎用サーバとして使用するように設定できるようになりまし
たが、現在は Cisco Meeting Server での使用はサポートされていません。 

これは、制限付きのファイアウォール ポリシーが設定されている環境でもクライアントが TURN を使用できるように実
施しました。TURN 用にポート 443 を使用する場合は、いくつかの制限があります。 

 現在 Cisco Meeting Server ではサポートされていません。 

 最初に Web 管理者ポートを別のポートに変更する必要があります（[システム (System)] > [管理 (Administration)]）。 

 ポート 443 を使用するオプションは、大規模システム（Expressway-E 大規模 OVA）や大規模なアプライアンスには適
用されません。 

 X8.10 から、大規模システムの拡張性を実現するために 10 Gbps の NIC を必要とする要件が削除されます。1 Gbps の 
NIC を使用する大規模なシステムの容量を、帯域幅制約の対象とすることが可能になりました。 

 Expressway は、仮想展開で ESXi 5.0 または ESXi 5.1 をサポートしなくなりました。ESXi 5.5 または ESXi 6.0（また
は Expressway X8.10.1 がある場合は ESXi6.5）を使用する必要があります。
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/product-lifecycle-matrix.pdf を参
照してください。 

 IX フィルタリング設定（[SIP UDP/IX フィルタ モード (SIP UDP/IX filter mode)]）は、事前設定された Cisco Unified 
Communications Manager ゾーン プロファイルではデフォルトで [オフ (Off)] になっています。以前はデフォルトで 
[オン (On)] でした。Cisco Unified Communications Manager（8.6.1 以降）など、その他の事前設定済みプロファイ
ルのデフォルト値は [オン (On)] のままです。 

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/support/product-lifecycle-matrix.pdf
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 ハイブリッド サービスの変更： 

 バージョン X8.10 以降、一部の Cisco Spark Hybrid Services に使用されるコネクタは、コール サービスで使用される 
Expressway-C と共存する場合があります。この共存は、関連するハイブリッド サービスのドキュメントに記載されて
いるユーザ数の制限を受けます。以前は、コネクタをホストする専用の Expressway-C を推奨していました。詳細につ
いては、ハイブリッド サービスのドキュメント [英語] を参照してください。 

 Cisco Spark Hybrid Services のコネクタをホストするために使用する Expressway は、それらを Cisco Spark に登録
する前にバージョン X8.10.3 以降にしておく必要があります。 

コネクタ ホスト Expressway がすでに Cisco Spark に登録されている場合は、X8.9 がサポートされます。ただし、互
換性を維持するために、最新の機能リリースによってホスト Expressway を最新の状態で保持することをお勧めしま
す。Expressway ベースのコネクタは、ホストのバージョンをチェックし、それが複数の機能リリースの背後にあるか
どうか警告します。たとえば、X8.10 が最新の機能リリースである場合、コネクタは X8.9 と X8.10 で動作します。旧
バージョンのホスト Expressway との互換性は保証できません。 

 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。 

図 3： 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。 

サービス セットアップ ウィザード：サービスの選択 
ウィザードのナビゲーション 

 X8.8 では、Expressway のユーザ インターフェイスに最初にログインしたときに、サービス セットアップ ウィザードが
表示されます。 

以前にログインしたか、アップグレードした場合、[ステータス (Status)] > [概要 (Overview)] ページが表示されます（従
来通り）。このページから [サービス設定の実行 (Run service setup)] をクリックしてウィザードを起動します。ウィ
ザードは、いつでも実行または再実行できます。 

 ウィザードが表示されているときに、完全にキャンセルするには [サービス セットアップ ウィザードをスキップ (Skip 
Service Setup Wizard)] を、前のページに戻るには [戻る (Back)] をクリックします。 

https://www.cisco.com/go/hybrid-services
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 [続行 (Continue)] をクリックして保存し、次のウィザード ページに移動します。 

 最後に Expressway を再起動する必要があります。ユーザ インターフェイスに戻ると、ウィザードで選択したサービスに
適用するページとメニューのみが表示されます。 

シリーズ、タイプおよびサービスの選択 

1. Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) または Cisco Expressway Series を選択します。 

 VCS を選択した場合：VCS Control または VCS Expressway を選択します 

 Expressway を選択した場合：Expressway-C または Expressway-E を選択します 

サービスのリストは、選択したシリーズおよびタイプで使用できるものと一致するように変更されます。 

3. このシステムにホストするサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。 

すべてのメニュー オプションを維持する、またはライセンスを適用するためにウィザードを使用するが、まだサービスを
選択しない場合、[サービスを選択しないで続行 (Proceed without selecting services)] をチェックします。 

4. [続行 (Continue)] をクリックします。 

例 1：ハイブリッド サービス 

1. [Expressway シリーズ (Expressway Series)] をクリックします。 

2. [Expressway-C] をクリックします。 

3. [Spark Hybrid Services] をチェックします。 

4. [続行 (Continue)] をクリックします。 

ウィザードは、ネットワーク設定を見直すよう求めます。ハイブリッドサービスに登録するためにリリース キー、ライセ
ンス、またはオプション キーを必要としないため、ライセンス ページはスキップされます。 

5. ネットワーク設定を確認し、必要に応じて設定を修正します（ウィザードを続行する前に変更を保存します）。 

6. [終了 (Finish)] をクリックします。 

ウィザードで [コネクタの管理 (Connector Management)] が開き、ハイブリッド サービス用の Expressway を登録でき
ます。 

例 2：Expressway のレジストラ 

1. [Expressway シリーズ (Expressway Series)] をクリックします。 

2. [Expressway-C] をクリックします。 

3. [レジストラ (Registrar)] をオンにします。 

4. このシステムで購入する他の互換性のあるサービスをオンにします。この例では、ビジネス ツー ビジネス コールを想定
しましょう。 

（互換性のあるサービスの一覧については、「サービス セットアップ ウィザードについて（11 ページ）」を参照してく
ださい） 
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5. [続行 (Continue)] をクリックします。 

ウィザードにより、ライセンスおよびオプション ページに移動します。 

サービス セットアップ ウィザード：オプションとライセンスの適用 

オプション キーおよびリリース キーの取得方法 

Expressway システムを注文すると、シスコの販売担当者は、製品認証キー (PAK) を作成します。PAK には、特定のシステムに
適用すると、キーまたはライセンスに変換される 1 つまたは複数の製品 ID (PID) が含まれています。シスコのパートナーおよび
リセラーの場合、1 つの PAK で複数のシステムの PID を注文することもできます。 

1. 製品ライセンス登録ポータルで PAK にアクセスします。 

PAK の中で、購入した PID のリストが表示されます。これらは、Expressway に固有ではありません。PID の名前と目的
を、「製品 ID と対応するキー（464 ページ）」の表に示します。 

2. システムに実行させる内容を選択し、その機能セットに必要な PID を選択します。 

3. [デバイスに割り当て (Assign to device)] をクリックし、システムのシリアル番号を入力します。 

4. [終了 (Finish)] をクリックします。 

システムは、システム機能のロックの解除に必要なオプション キーを含む電子メールを送信します。これらは、使用した
シリアル番号でシステムで一意です。 

5. 1 つのシステムに関連する複数の電子メールを取得できるように、この手順を繰り返すことができます。 

キーの適用 

サービス セットアップ ウィザードの 2 番目のページ： 

1. 最初のテキスト エリアに、リリース キーの電子メールからテキストを貼り付けます。 

システムは貼り付けたテキストからリリース キーを読んで、テキスト エリアの横に表示します。 

2. 2 番目のテキスト エリアにオプション キーの電子メールからのテキストを貼り付けます。 

システムは貼り付けたテキストからオプション キーを読んで、テキスト エリアの横に表示します。 

3. さらに貼り付ける電子メールのテキストがあれば新しいテキスト エリアを追加します。 

4. [キーの追加 (Add Keys)] をクリックします。 

[ライセンス ステータス (License status)] テーブルは、このシステムで有効なキーをグループ化し、ロードされているか
どうかを示します。キーは、次のように分類されます。 

 [必須 (Required)]：このセクションのどのキーもまだロードされていない場合、ステータス [必須 (Required)] が表示さ
れ、ウィザードを続行することができません。 

 [オプション (Optional)]：有用または有用でない可能性があるが、選択したサービスに厳密には必要のないキーを示し 
ます。 

http://www.cisco.com/go/license
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 [無関係 (Unrelated)]：これらのキーはロードされても害を及ぼすことはありませんが、選択したサービスに利益をもた
らすこともありません。 

 [非適合 (Incompatible)]：これらのキーは、選択したサービスで使用できません。続行するには、これらを削除するか、
別のサービスを選択する必要があります。 

5. [続行 (Continue)] をクリックします。 

ウィザードは次のページに進むので、ネットワーク設定を確認できます。 

例：Expressway のレジストラ（続き） 

1. 最初のテキスト エリアにリリース キーを含むテキストを貼り付けます。 

2. 2 番目のテキスト エリアに Expressway シリーズ キーを含むテキストを貼り付けます（たとえば 116341E00-1-

AAAAAAAA）。 

3. [続行 (Continue)] をクリックします。 

4. ネットワーク設定を確認し、[続行 (Continue)] をクリックします。 

5. プロンプトが表示されたらクライアントを再起動します。 

これで期待される結果の Expressway-C 部分のサービス設定とライセンシングが完了します。しかし、ここではビジネス 
ツー ビジネス コールを選択するため、Expressway-E の設定とライセンシングのためにウィザードを実行する必要があ
ります。ビジネス ツー ビジネス コールの導入にはファイアウォール トラバーサルが必要なためです。 

サービス セットアップ ウィザード：ネットワーキング設定の確認 

このページの確認が必要な理由 

このページの目的は、選択したサービスを確定する前に状況を確認できるように、すでに設定した情報を収集することです。こ
れらのパラメータは通常ユーザ インターフェイスの各ページに表示されるので、これは詳細情報を編集またはコピーする機会と
なります。 

Expressway のユーザ インターフェイスにログインする前に、組織内の誰かが次のいずれかの方法で基本的なネットワーキング 
パラメータを設定する必要があります。 

 仮想マシン導入のテンプレートを使用 

 VM コンソールへのアクセス 

 アプリケーション コンソールへのアクセス 

Expressway のインストール ガイドのページにリストされているドキュメントでこれらのオプションについて確認できます。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
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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 .......................................................................................................................... 29 

侵入からの保護 ............................................................................................................................. 38 

ネットワーク サービス .................................................................................................................. 46 

外部マネージャ設定値の設定 ......................................................................................................... 56 

TMS プロビジョニング拡張サービスの設定 .................................................................................... 57 

ネットワーク設定 

イーサネットの設定 

[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)]）を使用して、Expressway と Expressway が接続されるイーサネット ネットワーク間の接続の速度を設定しま
す。速度とデュプレックス モードは接続の両端で同じである必要があります。高度なネットワーキング オプションをインス
トールしている場合は、イーサネット ポートごとに速度とデュプレックス モードを設定できます。ただし、仮想マシンベースの 
Expressway システムでは、イーサネット ポートごとに速度を設定することはできません。 

デフォルトの [速度 (Speed)] は [自動 (Auto)] です。つまり、Expressway と接続されたスイッチによって速度とデュプレックス 
モードが自動的にネゴシエートされます。 

注：接続されているスイッチに自動ネゴシエートの機能がない場合は、[自動 (Auto)] にすることを推奨します。接続の両端間の
速度とデュプレックス モードが一致しないとパケット損失が発生してシステムにアクセスできなくなる可能性があります。 

注：仮想マシンベースの Expressway システムでは、基盤となる物理 NIC の実際の速度に関係なく、Expressway ネットワーク
とイーサネット ネットワークの間の接続速度は常に 10000 Mbps と表示されます。これは、物理 NIC から実際の速度を取得で
きないという仮想マシンの制限が原因です。 

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。

http://www.cisco.com/
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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。 

 [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、いずれかのプロ
トコルを使用したコールを受け入れます。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)] は設定できま
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、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。 
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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 オプション キーは Expressway の LAN 2 ポートを有効にして、Expressway のセカンダリ IP アドレ
スを取得できるようにします。Expressway-E で、オプション キーは、外向きの LAN ポートのスタティック NAT 機能も有効に
できます。 

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. 最初に、高度なネットワーキング オプション キーが Expressway-E にインストールされていることを確認します。 

2. [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。 

3. たとえば LAN2 など、外部 LAN インターフェイスとなるインターフェイスを選択します。 

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。 

次の点に注意してください。 

 LAN 1 ポートを設定し、Expressway を再起動してから LAN 2 ポートを設定する必要があります。 

 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。 

 有効になっている高度なネットワーキングがあるが、イーサネット ポートのいずれかのみを設定するには、[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)] に切り替える必要があります。 
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 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なっている場
合の導入に使用することを目的としています。 

これらの導入環境では、外向きの LAN ポートではプライベート IPv4 アドレスとパブリック IPv4 アドレスの両方を使用するよう
に NAT が有効になっています。また、内向きの LAN ポートではスタティック NAT が有効になっていないため、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。 

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. 最初に、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ことを確認します。 

2. 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)] 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 モード (IPv4 static NAT mode)] 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。これは変換すると表示される IP アドレスです（NAT 要素以外）。 

注：スタティック NAT モードの使用とメディアの暗号化/復号化の実行に対する B2BUA の関与を組み合わせると、
Expressway-E 外部のファイアウォールが Expressway-E から送信されるパケットを信頼しない可能性があります。ファイア
ウォールを NAT リフレクションを許可するように設定することで、これを回避できます。ファイアウォールでこれを許可できな
い場合は、Expressway-E 上の B2BUA を関与させないようにトラバーサル パスを設定する必要があります。 

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。 
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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) Specification (partially implemented：static global addresses only). 

 RFC 2464：Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks. 

 RFC 3596：DNS Extensions to Support IP Version 6. 

 RFC 4213：Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers. 

 RFC 4291：IP Version 6 Addressing Architecture. 

 RFC 4443：Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification. 

 RFC 4861：Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6). 

 RFC 5095：Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6. 

 RFC 6156：Traversal Using Relays around NAT (TURN) Extension for IPv6. 

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 の設定値を設定します。 
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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 を認識する 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。） 

[ドメイン名 (Domain name)] は、非修飾サーバ アドレス（ldapserver など）の解決を試行するときに使用します。クエリが 
DNS サーバに送信される前に、非修飾サーバ アドレスの後ろに追加されます。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。 

これは、Expressway の次の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 IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）を使用することを推奨します。 

Expressway の FQDN は、システム ホスト名とドメイン名の組み合わせです。 

SIP メッセージングへの影響 

また、システム ホスト名とドメイン名も SIP メッセージングでのこの Expressway への参照の識別に使用されます。この場
合、エンドポイントは Expressway を（推奨されていない IP アドレス形式ではなく）FQDN 形式の SIP プロキシとして設定され
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 ホスト名およびドメ
イン名と一致しないときは、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）。 

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。 
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DNS サーバ アドレスの設定 

次の場合は、1 つ以上の DNS サーバをアドレス解決のために問い合わせ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（完全修飾ドメイン名）を使用する（LDAP および NTP サーバ
や、ネイバー ゾーンおよびピアなどの場合） 

 URI ダイヤリングまたは ENUM ダイヤリングなどの機能を使用する。 

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

 サーバを指定する順序は重要ではありません。Expressway は使用できることを最後に認識したサーバを優先するように
試行します。 

ドメイン単位の DNS サーバ 

5 つのデフォルトの DNS サーバの他に、指定したドメインに 5 つの DNS サーバを明示的に追加するように指定できます。これ
は、明示的な関連部門に特定のドメイン階層をルーティングする必要がある導入の場合に役立ちます。 

追加のドメイン単位の DNS サーバ アドレスそれぞれに対して、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、デフォルトの DNS サーバではなく、指定した DNS サーバに転送されます。 

追加のドメイン別 DNS サーバのアドレスを追加し、それを同じドメイン名に関連付けることにより、冗長性ドメイン別 DNS 
サーバを指定できます。このシナリオでは、これらのドメインに対する DNS 要求が両方の DNS サーバに同時に送信されます。 

ヒント：さらに、DNS 検索ツール（[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)]）を使用すると、どのドメイン ネーム サーバ（DNS サーバ）が特定の
ホスト名に対する要求に応答しているかを確認することができます。 

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。このキャッシュは、DNS 設定が変更さ
れるたびに自動的にフラッシュされます。 

また、[DNS キャッシュのフラッシュ (Flush DNS cache)] をクリックして、キャッシュを強制的にフラッシュすることもでき
ます。 
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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 (Video)] 34 QoS Video 

[音声 (Audio)] 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。QoS モードは 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。 
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DSCP 値の設定 

指定された DSCP のデフォルト値を任意で変更するには、[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。 

Advanced Networking オプションを使用し、DMZ に Expressway を導入する場合に、スタティック ルートが必要な場合があ
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。 

この例を拡張し、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. 新しいルートのゲートウェイの 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 (Notes) 

 また、IP ルートも CLI コマンドを使用し、xCommand RouteAdd コマンドと xConfiguration IP Route コマンドで設定で
きます。 

 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。 

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

 ダイナミック システム ルール：これらのルールによって、確立された接続/セッションが維持されることが保証されま
す。また、特定のアドレスをブロックするための自動化された検出機能によって挿入されたルールも含まれています。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 Advanced Networking 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。使用している仕様をシステムに変更さ
せないようにする追加のルールを積極的に設定する必要があります。 

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ます。 

ユーザ設定のルール 

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。 

 トラフィックを許可または拒否する送信元 IP アドレスのサブネットを指定する。 

 拒否対象のトラフィックを破棄または拒否するかを選択する。 

 SSH や HTTP/HTTPS などの既知のサービスを設定するか、または、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する。 

 LAN 1 インターフェイスと LAN 2 インターフェイス（Advanced Networking のオプション キーがインストールされてい
る場合）に異なるルールを設定します。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。 
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ファイアウォール ルールの設定とアクティブ化 

[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)] 列内）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。 

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、既存の一連のアクティブなルールが確認した一連の
ルールに置き換えられます。 
新しいルールのアクティブ化を確認した後、それらのルールは検証され、エラーがあればそれが報告されます。 

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) ージが表示されます。 
ここで、新しいルールの保持が確認されるまで、15 秒の猶予があります。 

 [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 秒の制限時間を過ぎてしまうか、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 秒の時間制限で提供される自動ロールバック メカニズムによって、変更内容をアクティブにしたクライアント シス
テムが新しいルールの適用後もシステムにアクセスできるようにします。クライアント システムで変更が確認できな
い場合は（Web インターフェイスにアクセスできなくなっているため）、ロールバックにより、システムにアクセス
する機能が元の状態に戻ります。 
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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] の 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 ルールが適用され
る順序。 

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。 

ファイアウォール ルールには一意のプライオリティを設定する必要があ
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、Advanced Networking 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)] お
よび [プレ
フィックス長 
(Prefix length)] 

これらの 2 つのフィールドで、この
ルールを適用する IP アドレスの範囲
を特定します。 

[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
づく、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 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、独自のトランスポート 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。

[開始ポート 
(Start Port)] お
よび [終了ポー
ト (End Port)] 

ルールが適用されるポートの範囲。 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。 
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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)  

ルールに一致する IP トラフィックに
対して実行するアクション。 

[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。 

トラフィックを破棄することで、潜在的な攻撃者にパケットをフィルタリ
ングするデバイスや理由についての情報は提供されません。 

セキュアな環境での導入の場合は、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一連のルール（プライオリティ 50000 など）
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
ライオリティの高いルール（プライオリティ 20 など）を設定できます。

説明 ファイアウォール ルールに関する任
意の自由形式の説明。 

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、関連のルール セットを検索することができます。 

 

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、システムに現在存在する
ユーザ設定のファイアウォール ルールが表示されます。また、このリストには一連の組み込みルールは表示されません。 

ルールを変更するには、[ファイアウォール ルールの設定 (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。 

このサービスは、システム ログ ファイルを解析して、SIP、SSH、Web/HTTPS アクセスなどの特定のサービス カテゴリへのア
クセスの連続的な失敗を検出することによって機能します。指定した時間帯内の失敗回数が設定したしきい値を超えた場合は、
送信元ホスト アドレス（侵入者）と宛先ポートが、指定した期間ブロックされます。その期間が過ぎると、ホスト アドレスのブ
ロックが自動的に解除されるため、一時的に誤設定されていた可能性のある正規のホストがロックアウトされなくなります。 

除外するアドレスの範囲は 1 つ以上のカテゴリから設定できます（「例外の設定（43 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。 
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保護カテゴリについて 

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. [保存 (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、次のようにすべての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)] のいずれ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。これは通常は [アクティブ (Active)] ですが、カテゴリがイネーブル化また
はディセーブル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ているサービスへの失敗したアクセス試行の合計数。 
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 [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。 

 [ブロックの合計 (Total blocks)] の数は通常、[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）。 

 カテゴリごとに同じアドレスを複数回ブロックしたり、リリースしたりできますが、そのたびに別のブロックとしてカ
ウントされます。 

 [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。 

また、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除外をこのページから表示することもできます。 

カテゴリの有効化と無効化 

1 つ以上の保護カテゴリを有効または無効にするには、次の手順を実行します。 

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横にあるチェックボックスをオンにします。 

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、次の手順を実行します。 

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。 

そのカテゴリを設定するページが表示されます。 

3. 必要に応じて、カテゴリを設定します。 

 [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。 

 [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。ブロックがトリガーされる前に実行される必要がある失敗したアクセス試行の回
数と、それらの失敗が発生する必要がある時間枠を指定します。 

 [ブロック期間 (Block duration)]：ブロックが存続する期間。 

4. [保存 (Save)] をクリックします。 

除外の設定 

[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で常に例外となる IP アドレスを設
定できます。 
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除外アドレスを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム (System)] > [保護 (Protection)] > [自動検出 (Automated detection)] > [除外 (Exemptions)] に移動します。 

2. [アドレス (Address)] で設定するアドレスをクリックするか、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 [プレフィクス長 (Prefix length)] を入力して、例外にする IP アドレスの範囲を定義します。 

4. アドレスを除外するカテゴリを選択します。 

5. [アドレスの追加 (Add address)] をクリックします。 

現在ブロックされているアドレスを例外にする場合、（[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。 

 このページには、現在ブロックされているアドレスと、それらのアドレスがブロックされているカテゴリが表示されます。 

 アドレスのブロックを解除したり、またはアドレスのブロックの解除と同時に除外リストにそのアドレスを追加すること
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
ゴリによってフィルタリングされます。また、アドレスのブロックがカテゴリから解除されるまでの残り時間も表示されます。 

アクセスの失敗と侵入の調査 

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は、各カテゴリに関連付けられた、関連するすべてのトリ
ガー ログ メッセージを確認できます。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。次に、トリガー イベントのリストでユーザ名、アドレス、エイリ
アスなどの関連イベントの詳細を検索します。 
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自動保護サービスと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になると、以下が実行されます。 

 各ピアは接続の失敗数の独自のカウントを維持しているため、アドレスのトリガーしきい値はそのピアでブロックされる
各ピアでの侵入者のアドレスの数に達している必要があります。 

 アドレスは、アクセスの失敗が発生したピアに対してのみブロックされます。つまり、あるピアに対するアドレスがブロッ
クされた場合も、別のピアにアクセスを試みることができます（このピアもブロック状態になる可能性があります）。 

 ブロックされたアドレスは、現在のピアについてのみブロックを解除できます。アドレスが別のピアでブロックされてい
る場合は、そのピアにログインしてからブロックを解除する必要があります。 

 カテゴリの設定と除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。 

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、その要求は破棄されます（ホストは応答を受
け取りません）。 

 ホスト アドレスは複数のカテゴリについて同時にブロックできますが、必ずしもすべてのカテゴリでブロックされるとい
うことではありません。また、これらのブロックの期限切れの時期が異なる場合があります。 

 アドレスのブロックが解除されると（手動での解除、またはブロックの期限切れの後）、そのカテゴリによって 2 回目に
ブロックされるまで、カテゴリのトリガー レベルで指定されたすべての回数で失敗する必要があります。 

 有効になるたびにカテゴリはリセットされます。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
で有効になった場合に、すべてのカテゴリがリセットされます。次の場合にカテゴリがリセットされます。 

 現在ブロックされているアドレスのブロックが解除された。 

 失敗回数とブロック回数の総計がゼロにリセットされた。 

 [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 ログを表示できます。 
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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)]）を使用して、Expressway の名
前と、管理者がその Expressway にアクセスする方法を設定します。 

システム設定 (System Settings)  

システム名 (System name)  

[システム名 (System name)] を使用して Expressway を識別します。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、[システム名 (System name)] は、
Cisco TMS でも使用されます。 

容易に、かつ一意に識別できる名前を Expressway に付けることを推奨します。 

エフェメラル ポート範囲 

[エフェメラル ポート範囲の開始 (Ephemeral port range start)] と [終了 (end)] の値を指定できます。これにより、Expressway 
コールによって制限されている場合を除き、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。 

デフォルトの範囲は 30000 ～ 35999 です。 

管理者アクセスの設定値 

シリアル ケーブルを通じてユニットに直接接続された PC 経由で Expressway を管理できますが、システムには IP を使用して
リモートからアクセスできます。これを行うには、Web インターフェイス（HTTPS を使用）か、またはコマンド ライン イン
ターフェイス（SSH を使用）のいずれかを使用します。 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
サービス 
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 [オン (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 [オン (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 [オン (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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
セッション制限 
セッション タイム ア
ウト (Session time 
out)  

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）。デフォルト
は 30 分間です。 

 

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、セッション制限がオフになります。 
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、セッション制限がオフになります。 
システム保護 
自動保護サービス 
(Automated 
protection service)  

自動保護サービスがアクティブである
かどうか。デフォルトは [オン (On)] 
です。 

サービスを有効にした後は、個別の保護カテゴリに移動してそれ
ぞれ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 
HTTP リクエストを 
HTTPS にリダイレク
ト (Redirect HTTP 
requests to HTTPS) 

HTTP 要求が HTTPS ポートにリダイレ
クトするかどうかを決定します。デ
フォルトは [オン (On)] 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
ての応答を含めて Strict-Transport-
Security ヘッダーを送信します。有効
期限は 1 年です。 

[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。デ
フォルトは 443 です。 

Meeting Server Web プロキシなどで 
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:445
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。 

注：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。必要に応じて 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
証クレデンシャルを含める必要があり
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)]（342 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)]（352 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

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、表示されます。

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、失効の送信元に通信できない
など、失効ステータスを確立できない場
合の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）。 

[未失効として処理 (Treat as not 
revoked)]：証明書を失効していないと
して処理します。 

デフォルト：[未失効として処理 (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、表示されます。

 

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。 
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2014 年 8 月現在、このメカニズム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 

HSTS が有効になっている場合、HSTS をサポートするブラウザは次の操作を実行します。 

 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場合 (たとえば、サーバの TLS が有効で、信頼でき、期限が切れていないなど) にのみ、アクセス
が許可されます。 

HSTS をサポートしていないブラウザは Strict-Transport-Security ヘッダーを無視し、それまでどおりに動作します。これらの
ブラウザはサーバにアクセスできます。 

IP アドレスではなく完全修飾名を使用してサーバにアクセスする適合ブラウザのみが Strict-Transport-Security ヘッダーを順守
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 の設定値を設定します。 

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 

 interfaces 

 ディスク領域、メモリ、およびその他のマシン固有の統計情報 

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。次に、設定オプションを示します。 

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)]：OID 1.3.6.1.2.1.1.2.0 にのみセキュ
ア SNMPv3 および非セキュア 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 SNMP によって表示されたシステムのカスタム説
明。デフォルトではカスタム説明はありません。

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] 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 [場所 
(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。 

参照先 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)  ハッシュ認証クレデンシャルに使用するアルゴリ
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するセキュリティ モ

デル。 

[DES]：Data Encryption Standard、56 ビット暗
号化 

[AES]：Advanced Encryption Standard、
128 ビット暗号化 

可能であれば、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：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 サーバの他に DNS ドメイン名が設定されている場合は、NTP サーバにサーバ名、FQDN、または IP ア
ドレスを使用できます。 

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。 
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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 認証は使用されません。 
対称キー 
(Symmetric 
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、および [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。 

 

NTP のステータス情報の表示 

NTP サーバと Expressway 間の同期ステータスは、次に示すように [ステータス (Status)] フィールドに表示されます。 

 [起動中 (Starting)]：NTP サービスが開始されています。 

 [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 は 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 クライアントは実行していません。 

 [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 フィールドの NTP サーバと異なる場合
があります。 

条件 各 NTP サーバの相対ランクを指定します。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 サーバのステータスに関する情報を提供するコード。[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（624 ページ）」を参照してください。

認証 現在の認証方式のステータスを示します。[ok]、[不良 (bad)] または [なし (none)] のいずれかになります。
[認証 (Authentication)] を [無効 (Disabled)] に指定している場合は、[なし (none)] に指定されます。 

イベント NTP が特定した最後のイベントを表示します（たとえば、[到達可能 (reachable)] や [sys.peer] など）。 
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フィールド 説明 
到達可能性 
(Reachability)  

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、NTP サーバは再起動プロセス中も接続が可能な状態に維持されている可能性があります。 

オフセット 
(Offset) 

NTP サーバの時刻と Expressway の時刻との差。 

遅延 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)  

リファレンス クロックを識別するコード。 

リファレンス時刻 
(Ref time)  

NTP サーバがリファレンス 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 ウェブサイトを参照してください。 

Expressway の時刻表示とタイム ゾーン 

Web インターフェイス全体にローカル タイムが使用されます。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 タイトル (Welcome message title)] および [テキスト (text)] 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。 

http://www.ntp.org/
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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 Provisioning Extension 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。 

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 外部マネージャとの通信に [HTTP] 
を使用するか、または [HTTPS] を
使用するかを決定します。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)]（342 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)]）で行います。 

 

次の点に注意してください。 

 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 TMS は「TANDBERG VCS」として Expressway を識別します。 
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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。Expressway のプロビジョニング サーバが使用するユーザ、デバイ
ス、および電話帳をエンドポイント デバイスからのサービス プロビジョニング要求に提供します。また、FindMe サービスの提
供に使用する FindMe アカウントの設定データも Expressway に提供します。 

[TMS プロビジョニング拡張サービス (TMS Provisioning Extension services)] ページ（[システム (System)] > [TMS プロビジョ
ニング拡張サービス (TMS Provisioning Extension services)]）を使用して、Cisco TMSPE サービスへの Expressway の接続方
法を設定します。Cisco TMSPE サービスの設定を変更するには、Cisco TMS を使用することを推奨します。このページを通じ
て設定に加えた変更は、Cisco TMS 内には適用されません。 

FindMe、ユーザ、電話帳、デバイス サービスは、登録ライセンスをインストール済みの場合のみ使用できます。 

次に、設定オプションを示します。 

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 

ここでは、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。これらのデフォルト設定値を使
用する特定のサービスをそれぞれ選択できます。また、たとえば、各サービスに異なる Cisco TMSPE サーバを使用する場合は、
独自の接続設定値を指定します。 
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。デフォルトは 443 です。 

暗号化 (Encryption) Cisco TMSPE サービスへの接続に使用す
る暗号化。 

[オフ (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供され
る証明書を 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。 

確認を有効にする場合： 

 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。これは、[信頼できる CA 証
明書リストの管理 (Managing the Trusted CA 
Certificate List)]（342 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)]）で行います。
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

有効な場合、証明書のホスト名（共通名とも呼ばれます）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。 

これは、[証明書の確認 (Verify certificate)] が [はい (Yes)] の場
合にのみ適用されます。 

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。 

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。 

有効になっている場合は、接続のステータスがフィールドの右
側に表示されます。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、追加する必要がある接続設定パラ
メータ一式が表示されます。この場合は、[デフォルトの接続設
定 (Default connection configuration)] セクションで指定した詳
細を上書きする代替接続の詳細を指定できます。 
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Expressway と Cisco TMS 間のすべてのデータの完全な即時再同期は、[完全同期の実行 (Perform full synchronization)]（[TMS 
Provisioning Extension サービス (TMS Provisioning Extension services)] ページの下部）をクリックすることで、いつでもトリ
ガーできます。これにより、データが削除され、完全に更新される間は Expressway 上で一時的に（数秒間）サービスが欠如す
ることになります。Cisco TMS 内の最新の更新すべてが Expressway に提供されていることのみを確認する必要がある場合は、
[更新の確認 (Check for updates)] をクリックします。 

詳細なステータス情報 

[ステータス (Status)] > [アプリケーション (Applications)] > [TMS プロビジョニング拡張サービス (TMS Provisioning Extension 
services)] で表示されるメニュー オプションでは、Cisco TMSPE に関する以下のような完全なステータス情報を取得できます。 

 Expressway と Cisco TMSPE サービス間の接続のステータス 

 Cisco TMSPE サービスによって提供されるユーザ、FindMe、および電話帳のデータの表示 

 エンドポイント デバイスから受け取った要求の概要と、使用されているプロビジョニング ライセンスの数 

 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行うデバイスのステータス 
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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 ....................................................................................... 60 

ファイアウォール トラバーサルの設定の概要 ................................................................................. 63 

トラバーサル クライアントとサーバの設定 .................................................................................... 64 

ファイアウォール トラバーサル用のポートの設定 .......................................................................... 65 

ファイアウォール トラバーサルと認証 ........................................................................................... 69 

ICE および TURN サービスについて ............................................................................................... 70 

TURN サービスの設定 ................................................................................................................... 72 

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、X8.10 からファイアウォール 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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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：この機能は、Mobile & Remote Access の展開ではサポートされていません。 

図 4： チェーン接続された 2 つの Expressway-E の例 

 

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 トラバーサルが正しく機能するには、接続している各クライアント システムのために Expressway-E 上に設
定された 1 つのサーバ トラバーサル ゾーンが必要です。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（64 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）。 

http://www.cisco.com/
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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 

 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）。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ファイアウォール トラバーサル 

 

63 

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   3600236004   3600036002   

RTCP ポート   3600336005   3600136003     

 

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   3600236004   3600036000   

RTCP ポート   3600336005   3600136001     

 

Expressway-E に高度なネットワーキングが備わっ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。 

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、隣接するすべてのシステムの代わりファイアウォール トラバーサル クライアントとして動作できます。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。 

これを行うには、Expressway-C 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、Expressway-E のトラバーサル サーバの詳細を使用してそのソーンを設定します。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（182 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。 

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 のすべての機能がありますが、その主な機能は、他の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。 
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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（186 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 

 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
（70 ページ）」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 トラバーサル用のポートの設定
（65 ページ）」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 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。 

手順 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 

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（380 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。 
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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。 

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 Assent call signaling port)]：デフォルト値は 2776 

 [H.323 H.460.18 コール シグナリング ポート (H.323 H.460.18 call signaling port)]：デフォルト値は 2777 

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。 
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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 

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 ポートを各とトラバーサル 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。 

 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。 

次の表に、Expressway-E への接続に使用するデフォルトのポートを示します。 

表 5： デフォルトのトラバーサル ポートの接続 
プロトコル コール シグナリング メディア 
Assent TCP/2776：H.225 プロトコルと 

H.245 プロトコルのリスニング 
ポート 

大規模システム内の RTP と RTCP のメディア逆多重化ポートは常に、一般的な
範囲のトラバーサル メディア ポート（UDP/36000 ～ 36011 注）の最初から割り
当てられます。小規模/中規模システムでは、メディア逆多重化ポートを明示的に
指定するか、またはトラバーサル メディア ポート範囲の最初から割り当てるこ
とができます。 

H.460.18/19 TCP/1720：H.225 プロトコルの
リスニング ポート 

TCP/2777：H.245 プロトコルの
リスニング ポート 

大規模システム内の RTP と RTCP のメディア逆多重化ポートは常に、一般的な
範囲のトラバーサル メディア ポート（UDP/36000 ～ 36011 注）の最初から割り
当てられます。小規模/中規模システムでは、メディア逆多重化ポートを明示的に
指定するか、またはトラバーサル メディア ポート範囲の最初から割り当てるこ
とができます。 

RTP と RTCP のメディア非逆多重化ポートは常に、残りのトラバーサル メディ
ア ポート範囲（UDP/36002 ～ 59999 注）から割り当てられます。 

SIP SIP コール シグナリングは、ク
ライアントとサーバ間の最初の接
続に使用するものと同じポートを
使用します。 

トラバーサル クライアントが Expressway の場合、SIP メディアは Assent を使
用してファイアウォールを通過します。 
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（注） 

 

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。 

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)] > [トラバーサル サブゾーン (Traversal Subzone)] で設定します。 

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
るように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。この目的で設定できるポートは次のとおりです。 
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表 6： パブリック インターネットへのポート接続 
H.323 SIP TURN
TCP/1720：シグナリング 

UDP/1719：シグナリング 

UDP/36000 ～ 59999： 
メディア* 

TCP/15000 ～ 19999：シ
グナリング 

TCP/5061：シグナリング 

UDP/5060（デフォルト：シグナリング 

UDP/36000 ～ 59999：メディア* 

TCP：25000 ～ 29999 の範囲の一時ポートが割り当て
られる 

UDP/3478（デフォルト）：TURN サー
ビス** 

UDP/24000 ～ 29999（デフォルト範
囲）：メディア  

 

* 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)]）。特定のポート ペアを設定しない場合（[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured 
demultiplexing ports)] が [いいえ (No)]）、Expressway-E はメディア トラバーサル ポート範囲の最初のポート ペア（デフォルト
では 36000 と 36001）でリッスンします。注：[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured demultiplexing ports)] 設定の
変更を有効にするには、システムの再起動が必要です。 

** 大規模なシステムでは、TURN リクエストのリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルトの範囲は 3478 ～ 3483 
です。 

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。 

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。 
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トラバーサル クライアント (Traversal client)  Expressway-E トラバーサル サーバ 
Expressway-C  

Expressway クライアントはそのユーザ名とパスワードを
提供します。これらは、[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 (Endpoint)  

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。 

 

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。 

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 や STUN など、数多くの異なるテクノロジーをまとめるフレームワークです。 

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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc4787
http://tools.ietf.org/html/rfc5245
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TURN について 

TURN (Traversal Using Relays around NAT) サービスは、SIP または H.323 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 

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/中規模システムは最大 1800 のリレー割り当てをサポートします。通常は 100 コールをサポートするには十分で
すが、ネットワーク トポロジやコールに使用されているメディア ストリームのコンポーネント数（たとえば、一部の
コールが Duo ビデオを使用しており、他のコールは音声のみの場合など）によって異なります。 

 大規模システムは最大 6000 のリレーをサポートし、各ポートが処理するリレー数が 1000 と限定されている場合は 6 つ
のポートに均一に分散されます。これは厳格に適用される制限ではないため、各ポートに SRV レコードを追加してラウ
ンド ロビンを有効にすることを推奨します。 

 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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc5766
http://tools.ietf.org/html/rfc5389
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 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。現在のところ、TCP リレーはサポートしてい
ません。 

 ポート 443 で TURN を使用する場合は、いくつかの制限が適用されます。 

 最初に Web 管理者ポートを別のポートに変更する必要があります（[システム (System)] > [管理 (Administration)]）。 

 ポート 443 を使用するオプションは、大規模システム（Expressway-E 大規模 OVA）や大規模なアプライアンスには適
用されません。 

 現在 Cisco Meeting Server ではサポートされていません。 

TURN サービスの設定 

TURN リレー サービスは Expressway-E でのみ使用できます。TURN サービスを使用するには、TURN リレー オプション キー
（これは TURN サーバが同時に割り当てることができる TURN リレー数を制御します）が必要です。 

[TURN] ページ（[設定 (Configuration)] > [トラバーサル (Traversal)] > [TURN]）を使用して、Expressway-E の設定値を設定します。 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
TURN サービス 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 要求ポート 
(TURN requests 
port)  

TURN 要求のリスニング ポート。デフォ
ルトは 3478 です。 

大規模なシステムで、TURN 要求のリス
ニング ポートの範囲を設定できます。デ
フォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。

Jabber Video などのエンドポイントでの TURN サービスの検出を
許可するには、_turn._udp と _turn._tcp に DNS SRV レコードを
設定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 サービス (Turn services)] がすでに [オン (On)] になってい
る場合に [TURN 要求ポート (Turn requests port)]（大規模システ
ムの場合は範囲）を変更する必要があるときは、次の手順を実行し
ます。 

1. [TURN サービス (Turn services)] を [オフ (Off)] に変更して
[保存 (Save)]  

2. ポート番号/範囲を編集 

3. [TURN サービス (Turn services)] を [オン (On)] に変更して 
[保存 (Save)]  

これは、ポート番号の変更が TURN サービスを再起動するまで反映
されないために行います。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
認証レルム 
(Authentication 
realm)  

これは、認証チャレンジでサーバが送信
するレルムです。 

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
囲の開始/終了 
(Media port range 
start/end)  

TURN リレーの割り当てに使用する範囲
の下位ポートと上位ポート。 

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。

 

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。 



 

 
 
 

Cisco Systems, Inc.   www.cisco.com 
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ユニファイド コミュニケーション 
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 ................................................................................. 74 

Mobile & Remote Access ............................................................................................................. 84 

外部 XMPP フェデレーション ...................................................................................................... 115 

Cisco XCP ルータの遅延再起動 ................................................................................................... 131 

Jabber Guest サービスの概要 ..................................................................................................... 133 

Expressway の Meeting Server Web プロキシ ............................................................................ 134 

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。 

http://www.cisco.com/
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 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（77 ページ）」を参照して
ください）。 

 CSR を生成または Expressway にサーバ証明書をアップロードするには、[メンテナンス (Maintenance)] > [セキュリ
ティ (Security)] > [サーバ証明書 (Server certificate)] を選択します。新しいサーバ証明書を有効にするには、
Expressway を再起動する必要があります。 

2. 両方の Expressway に、Expressway のサーバ証明書に署名した CA の信頼できる認証局 (CA) 証明書をインストールし
ます。 

展開されるユニファイド コミュニケーション機能に基づいて、次のように信頼要件が追加されます。 

Mobile & Remote Access を導入する場合： 

 Expressway-C は Unified CM と IM&P の Tomcat 証明書を信頼する必要があります。 

 状況に応じて、Expressway-C と Expressway-E の両方で、エンドポイントの証明書に署名した認証局を信頼する必要
があります。 

Jabber Guest を導入する場合： 

 Jabber Guest サーバがインストールされると、自己署名証明書がデフォルトで使用されます。ただし、信頼できる認証
局によって署名された証明書をインストールできます。Expressway-C に Jabber Guest サーバの自己署名証明書、ま
たは Jabber Guest サーバの証明書に署名した CA の信頼できる 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 Certificate Creation and Use Deployment Guide』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 が相互のサーバ証明書を信頼する必要があります。各 Expressway がクライアントとサーバの両方と
して機能する際、各 Expressway の証明書がクライアントとしてもサーバとしても有効であることを確認する必要があり
ます。 

 H.323 または暗号化されていない接続も必要な場合、トラバーサル ゾーンの個別のペアを設定する必要があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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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)] に移動します。 

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 [ローカル認証データベースの追加/編集 (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)] をクリックして、[名前 (Name)] に（例：
「exampleauth」）と [パスワード (Password)] に（例：
「ex4mpl3.c0m」）を入力して、[クレデンシャルの作成 (Create 
credential)] をクリックします。 

[SIP] セクション 
[ポート (Port)] 7001 7001
[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 クレデンシャルを確認しない 

[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 1 アドレス (Peer 
1 address)] ～ [ピア 6 
アドレス (Peer 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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ユニファイド コミュニケーション 

 

77 

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 2 つの Cisco Unified Communications Manager 証明書は、CallManager 証明書と tomcat 
証明書です。これらは 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。 

外部エンドポイントと内部エンドポイント間で最適なエンドツーエンドのセキュリティを達成するため、CA 署名付き証明書の使
用を推奨します。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。これは、
Expressway が同じ CN を持つ 2 つの自己署名証明書を許可しないためです。CallManager と tomcat の自己署名証明書が 
Expressway の信頼された CA リストに記載された同じ CN を持つ場合、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として証明書に含まれるようにするため、こ
の問題を回避する必要があります。Expressway X8.5.3 リリース ノートに回避策の詳細が記載されています。 

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名の代替名 (SAN) について確認が求められ、組み込まれます。 

次の表は、どのユニファイド コミュニケーションの機能にどの 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 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） 

̶ ̶ 必須 (Required) ̶ 

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   

 

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus47235
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（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。 

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、複数のエントリはカンマ
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（たとえば chatroom1.example.com）。これらは、フェデレーテッド連絡先との 
TLS を介したグループ チャットをサポートするユニファイド コミュニケーション XMPP フェデレーション導入にのみ必
要です。 

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 5： 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 
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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 Mobile & Remote Access 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 の対応する [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 6： 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『Cisco Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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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 Mobile & Remote Access (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（ケーシングを含む）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。設定に失敗すると、Cisco Jabber 
クライアントが MRA に正常に登録できなくなります。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

SNI のコール フロー 

1. MRA クライアントが登録されると、ユーザは 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（顧客ドメイン）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、ドメインの不一致の場合、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 によって返された mra-host.sp.com の代わりに mra-host.example.com に
変更）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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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。 

 

  

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)]）から管理します。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。 
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 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 (CSR) を生成します。 

 新しいドメイン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。[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. [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。そのため、証明書要求を生成し、取得するために外部機能を使用する必要はあ
りません。 

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。 
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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（359 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 [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）。 

（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、[CSR の破棄 (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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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。 

モバイル & リモート アクセス 

ここでは、ユニファイド コミュニケーションの Mobile & Remote Access (MRA) をサポートするための Expressway の設定方
法について説明します。 

Mobile & Remote Access の概要 

Cisco Unified Communications の Mobile & Remote Access は Cisco Collaboration Edge アーキテクチャの中核を成します。
Cisco Jabber などのエンドポイントが企業ネットワーク外にある場合に、Cisco Unified Communications Manager (Unified 
CM) への登録、呼制御、プロビジョニング、メッセージング、およびプレゼンスの機能を使用することができるようになりま
す。Expressway は、Unified CM 登録にセキュアなファイアウォール トラバーサルと回線側サポートを提供します。 

ソリューションによって以下が実現します。 

 オフプレミス アクセス：企業ネットワーク外においても、Jabber および EX/MX/SX シリーズ クライアントで一貫した
エクスペリエンスを提供 

 セキュリティ：セキュアな Business-to-Business (B2B) コミュニケーション 

 クラウド サービス：エンタープライズ クラスの柔軟性と拡張性に優れたソリューションにより、WebEx の統合とさまざ
まなサービス プロバイダーに対応 

 ゲートウェイと相互運用性サービス：メディアおよびシグナリングの正規化、非標準エンドポイントのサポート 

図 7： ユニファイド コミュニケーション：Mobile & Remote Access 

 

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。 
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図 8： 一般的なコール フロー：シグナリングおよびメディア パス 

 

 Unified CM は、モバイルとオンプレミスの両方のエンドポイントにコール制御を提供します。 

 シグナリングは、モバイル エンドポイントと Unified CM の間で Expressway ソリューションを横断します。 

 メディアは Expressway ソリューションを横断し、エンドポイント間で直接リレーされます。すべてのメディアが 
Expressway-C とモバイル エンドポイント間で暗号化されます。 

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 

VPN を使用しない Jabber クライアント接続 

Mobile & Remote Access ソリューション (MRA) は、ハイブリッド オンプレミスとクラウドベース サービス モデルをサポート
します。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 

 社内ディレクトリを検索する。 

 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 では動作しません。（Expressway に登録された一般クラ
イアントとしてサポートされています。） 
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Mobile & Remote Access 用の Expressway-E の設定 

このセクションでは、Mobile & Remote Access のために Expressway-E で必要な設定手順について説明します。 

DNS および NTP 設定 

次の基本的なシステム設定が Expressway で設定されていることを確認します。 

1. システムのホスト名とドメイン名が指定されている（[システム (System)] > [DNS]）。 

2. パブリック DNS サーバが指定されている（[システム (System)] > [DNS]）。 

3. すべての Expressway システムが信頼できる NTP サービス（[システム (System)] > [時間 (Time)]）に同期されている。
ローカル ポリシーに従って認証方式を使用します。 

Expressway のクラスタがある場合、すべてのピアに対してこの作業を実行します。 

注：<System host name>.<Domain name> の組み合わせがこの Expressway-E の FQDN です。この FQDN がパブリック 
DNS で解決可能であることを確認します。 

Expressway-E のクラスタがある場合は、ドメイン名が各ピアで同一であることを確認する必要があります。ドメイン名は大文
字と小文字を区別します。 

Mobile & Remote Access 用の Expressway-E の有効化 

Mobile & Remote Access 機能を有効にするには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)] を選択
します。 

2. [ユニファイド コミュニケーション モード (Unified Communications mode)] を [Mobile & Remote Access] に設定し
ます。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

Expressway の Mobile & Remote Access の設定 

ここでは、Expressway-C、Expressway-E の Mobile & Remote Access 機能を有効にして設定するために必要な手順と、サー
ビスに使用される Unified CM サーバと IM&P サーバを検出する方法について説明します。また、MRA のアクセス制御設定とそ
の設定方法についても説明します。 

Expressway のセキュリティ証明書のインストールとセキュアなトラバーサル ゾーンの設定 

ユニファイド コミュニケーション機能（Mobile & Remote Access、または Jabber Guest など）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。 
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この方法については、以下を参照してください。 

 「ユニファイド コミュニケーションのためのセキュアなトラバーサル ゾーン接続の設定（74 ページ）」（システムにセ
キュアなトラバーサル ゾーンが設定されていない場合） 

 ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件（77 ページ） 

XMPP フェデレーションを使用する場合、IM&P サーバを Expressway-C で検出する必要があります。これにより、証明書署名
要求を生成するときにすべての関連情報が入手可能になります。 

Mobile & Remote Access 用の Expressway-C の設定 

このセクションでは、Mobile & Remote Access のために Expressway-C で必要な設定手順について説明します。 

DNS および NTP 設定 

次の基本的なシステム設定が Expressway で設定されていることを確認します。 

1. システムのホスト名とドメイン名が指定されている（[システム (System)] > [DNS]）。 

2. ローカル DNS サーバが指定されている（[システム（System)] > [DNS]）。 

3. すべての Expressway システムが信頼できる NTP サービス（[システム (System)] > [時間 (Time)]）に同期されている。
ローカル ポリシーに従って認証方式を使用します。 

Expressway のクラスタがある場合、すべてのピアに対してこの作業を実行します。 

（推奨）Expressway-C の自動侵入防御の無効化 

Expressway-C を X8.9 以降から新規インストールする場合は、自動侵入防御サービスがデフォルトで実行されます。これは導
入の正しい動作を妨げる可能性があるため、次のように Expressway-C で無効にすることを推奨します。 

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 [オフ (Off)] に切り替えます。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

Mobile & Remote Access 用の Expressway-C の有効化 

Mobile & Remote Access 機能を有効にするには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)] を選択
します。 

2. [ユニファイド コミュニケーション モード (Unified Communications mode)] を [Mobile & Remote Access] に設定し
ます。 
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3. [保存 (Save)] をクリックします。 

関連するドメインとトラバーサル ゾーンを設定する前に、[Mobile & Remote Access] を選択する必要があります。 

Unified CM にルーティングされるようにドメインを設定 

登録、コール制御、プロビジョニング、メッセージングおよびプレゼンス サービスが Unified CM にルーティングされるように
ドメインを設定する必要があります。 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ドメイン (Domains)] を選択します。 

2. サービスが Unified CM にルーティングされるドメインを選択します（まだドメインがない場合は、新しいドメインを作
成します）。 

3. ドメインごとに、そのドメインで Expressway がサポートするサービスを [オン (On)] にします。使用可能なサービスは
次のとおりです。 

 Expressway での SIP 登録とプロビジョニング：Expressway は、この SIP ドメインに対する権限があります。
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 [オン (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 により提供されます。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 (Off)] 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 (Off)] 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 (Off)] 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。 

ドメインごとに、該当するすべてのサービスをオンにします。たとえば、同じドメインは、Jabber または EX シリーズ 
デバイスなど回線側のユニファイド コミュニケーション サポートを必要とするエンドポイント、およびサードパーティ 
SIP または H.323 デバイスなど Expressway サポートを必要とするその他のエンドユーザにより使用されます。（このシ
ナリオでは、このエンドポイントから送信されたシグナリング メッセージは、回線側のユニファイド コミュニケーショ
ンまたは Expressway サポートが必要かどうかを表します）。 

これらの設定が完全には独立していないことに注意してください。IM and Presence を使用しているときに、Unified CM 
で SIP 登録およびプロビジョニングを無効にすることはできません。Unified CM での SIP 登録およびプロビジョニン
グが [オン (On)] のときに IM and Presence を無効にできますが、その逆の操作は行えません。したがって、IM and 
Presence Service を [オン (On)] に切り替えると、Unified CM の SIP 登録およびプロビジョニングの設定は無視され、
Expressway-C は [オン (On)] に設定されているかのように動作します。 
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MRA エンドポイントの共有回線/複数回線の有効化 

Unified CM 11.5(1)SU3 以降が必要です。 

MRA エンドポイントが複数の回線を登録できるようにする場合や、回線を他のエンドポイントと共有できるようにする場合は、
Expressway-C で SIP パス ヘッダーを有効にする必要があります。Unified CM バージョン 11.5(1)SU3 以降（CDETS 
CSCvd84831 を参照）を実行している場合は、Unified CM 11.5(1)SU2 の既知の問題のため、SIP パス ヘッダーのみを有効にし
てください。 

デフォルトの動作では、Expressway-C は REGISTER メッセージの Contact ヘッダーを書き直します。[SIP パス ヘッダー 
(SIP Path headers)] をオンにすると、Expressway-C は連絡先ヘッダーを書き直さず、代わりにパス ヘッダーにアドレスを追
加します。 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 
(Configuration)] を選択します。 

2. [SIP パス ヘッダー (SIP Path headers)] を [オン (On)] に変更します。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

以降、Expressway-C は登録のパス ヘッダーにアドレスを追加し、連絡先ヘッダーを保持します。 

4. Unified CM サーバを更新します（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified 
Communications)] > [Unified CM サーバ (Unified CM servers)] を選択し、[サーバの更新 (Refresh servers)] をクリック
します）。 

注：この機能は、Unified CM の旧バージョンの一部の機能に影響するため、デフォルトで無効になっています。 

Unified CM の 11.5(1)SU3 より前のバージョンを使用し、Expressway-C で SIP パス ヘッダーが有効な場合、次の Unified CM 
機能は Expressway の IP アドレスの代わりに MRA デバイスの IP アドレスを報告します。 

 デバイス モビリティ 

 Real Time Monitoring Tool (RTMT)  
 Cisco Emergency Responder (CER)  

その他の機能もこの変更の影響を受ける可能性があります。デバイスの IP アドレスは、通常予約済みプライベート範囲からであ
り、組織の内部範囲と重複する可能性があるため、場所の特定には役立ちません。 

ユニファイド コミュニケーション サーバとサービスの検出 

Expressway-C は、MRA ユーザに登録、コール制御、プロビジョニング、ボイス メール、メッセージングおよびプレゼンス 
サービスを提供するユニファイド コミュニケーション サービス/ノードのアドレス詳細で設定する必要があります。 

これらのサービスは WebEx クラウドで提供されるため、ハイブリッド モデルを展開する場合、IM and Presence Service の設
定は必須ではありません。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/cscvd84831
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注：この手順で設定された接続はスタティックです。検出されたユニファイド コミュニケーション ノードを再設定またはアップ
グレードした後は、Expressway-C 上の設定を更新する必要があります。詳細については、「検出されたノードを更新する理由
（93 ページ）」を参照してください。 

[設定 (Configuration)] > [Unified Communications] > [<UC サーバ タイプ> (<UC server type>)] に移動し、[サーバの更新 
(Refresh servers)] をクリックします。 

Expressway-C に提示される証明書の信頼 

ユニファイド コミュニケーション サービスの検出時に [TLS 検証モード (TLS verify mode)] が [オン (On)] になっている場合
は、IM and Presence Service ノードおよび Unified CM サーバによって提示される証明書を信頼するように Expressway-C を
設定する必要があります。 

1. アップロードする適切な CA 証明書を特定します。 

 サーバの Tomcat および CallManager 証明書が CA 署名付きの場合は、Expressway-C の信頼できる CA リストに証明
書発行者のルート CA が含まれている必要があります。 

 サーバで自己署名証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリストに、検出されたすべての IM and 
Presence Service ノード、Cisco Unity Connection サーバ、Unified CM サーバからの自己署名証明書が含まれている
必要があります。 

2. Expressway-C に、必要な証明書をアップロードします（[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)]）。 

3. Expressway-C 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)]）。 

Unified CM サーバの検出 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [Unified 
CM サーバ (Unified CM servers)] を選択します。 

このページには、すでに検出されている Unified CM ノードがリストされます。 

2. Unified CM パブリッシャ ノードの詳細を追加します。 

1. [新規 (New)] をクリックします。 

2. 次に Unified CM パブリッシャのアドレスを入力します。 

[TLS 検証モード (TLS verify mode)] が [オン (On)] の場合は、FQDN を入力する必要があります。 

3. このサーバにアクセスできるアカウントの [ユーザ名 (Username)] と [パスワード (Password)] を入力します。 

注：これらのクレデンシャルは Expressway のデータベースに恒久的に保存されます。対応する Unified CM ユーザ
には、Standard AXL API Access ロールが必要です。 
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4. （推奨）[TLS 検証モード (TLS verify mode)] を [オン (On)] に切り替えたままにし、Expressway でノードの証明書を
確実に確認できるようにします。 

Unified CM ノードは、AXL および UDS クエリー用の Tomcat 証明書と後続の SIP トラフィック用の CallManager 
証明書を表します。Unified CM サーバで自己署名証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリス
トに、すべての Unified CM サーバからの Tomcat 証明書と CallManager 証明書のコピーを含める必要があります。 

5. （任意）このノード/クラスタが属する展開を選択します。 

複数の展開を作成していない場合、[展開 (Deployment)] フィールドは表示されません。複数の展開を使用しないよう
に選択した場合、すべてのノードはデフォルトの展開に属します。 

6. [アドレスの追加 (Add address)] をクリックします。 

TLS 検証モードを有効にすると、Expressway は、セキュアな接続を確立できるかどうかをテストします。したがっ
て、検出プロセスを進める前に、TLS 設定エラーを見つけることができます。 

セキュア接続テストが成功した場合、または TLS 検証モードを有効にしていない場合は、パブリッシャへのアクセス
と、関連付けられたノードの詳細の取得が試行されます。 

3. 必要に応じて、他の Unified CM ノード/クラスタで検出手順を繰り返します。 

4. 複数のパブリッシャ アドレスを設定した後、すべてのノードの詳細情報を更新するために、[サーバの更新 (Refresh 
servers)] をクリックします。 

IM および Presence サービス ノードの検出 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [IM and 
Presence サービス ノード (IM and Presence Service nodes)] を選択します。 

このページには、すでに検出されている IM and Presence Service ノードがリストされます。 

2. 次のように、IM and Presence Service データベース パブリッシャ ノードの詳細を追加します。 

1. [新規 (New)] をクリックします。 

2. 次に IM and Presence Service データベース パブリッシャ ノードのアドレスを入力します。 

[TLS 検証モード (TLS verify mode)] が [オン (On)] の場合は、FQDN を入力する必要があります。 

3. このサーバにアクセスできるアカウントの [ユーザ名 (Username)] と [パスワード (Password)] を入力します。 

注：これらのクレデンシャルは Expressway のデータベースに恒久的に保存されます。対応する IM and Presence 
Service ユーザには、Standard AXL API Access ロールがある必要があります。 

4. （推奨）[TLS 検証モード (TLS verify mode)] を [オン (On)] に切り替えたままにし、Expressway でノードの Tomcat 
証明書を確実に確認できるようにします（XMPP 関連の通信の場合）。 

5. （任意）このノード/クラスタが属する展開を選択します。 

複数の展開を作成していない場合、[展開 (Deployment)] フィールドは表示されません。複数の展開を使用しないよう
に選択した場合、すべてのノードはデフォルトの展開に属します。 
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6. [アドレスの追加 (Add address)] をクリックします。 

TLS 検証モードを有効にすると、Expressway は、セキュアな接続を確立できるかどうかをテストします。したがっ
て、検出プロセスを進める前に、TLS 設定エラーを見つけることができます。 

セキュア接続テストが成功した場合、または TLS 検証モードを有効にしていない場合は、パブリッシャへのアクセス
と、関連付けられたノードの詳細の取得が試行されます。 

注：検出されたノードのステータスは、Expressway-C と Expressway-E 間に有効なトラバーサル ゾーン接続が存在
しない限り（設定されていない可能性がある）、[非アクティブ (Inactive)] になります。 

3. 必要に応じて、他の IM and Presence Service ノード/クラスタで検出手順を繰り返します。 

4. 複数のパブリッシャ アドレスを設定した後、すべてのノードの詳細情報を更新するために、[サーバの更新 (Refresh 
servers)] をクリックします。 

Cisco Unity Connection サーバの検出 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [Unity 
Connection サーバ (Unity Connection servers)] を選択します。 

このページには、すでに検出されている Cisco Unity Connection ノードがリストされます。 

2. Cisco Unity Connection パブリッシャ ノードの詳細を追加します。 

1. [新規 (New)] をクリックします。 

2. 次に Unity Connection のアドレスを入力します。 

[TLS 検証モード (TLS verify mode)] が [オン (On)] の場合は、FQDN を入力する必要があります。 

3. このサーバにアクセスできるアカウントの [ユーザ名 (Username)] と [パスワード (Password)] を入力します。 

注：これらのクレデンシャルは Expressway のデータベースに恒久的に保存されます。 

4. （推奨）[TLS 検証モード (TLS verify mode)] を [オン (On)] に切り替えたままにし、Expressway でノードの tomcat 
証明書を確実に確認できるようにします。 

5. （任意）このノード/クラスタが属する展開を選択します。 

複数の展開を作成していない場合、[展開 (Deployment)] フィールドは表示されません。複数の展開を使用しないよう
に選択した場合、すべてのノードはデフォルトの展開に属します。 

6. [アドレスの追加 (Add address)] をクリックします。 

TLS 検証モードを有効にすると、Expressway は、セキュアな接続を確立できるかどうかをテストします。したがっ
て、検出プロセスを進める前に、TLS 設定エラーを見つけることができます。 

セキュア接続テストが成功した場合、または TLS 検証モードを有効にしていない場合は、パブリッシャへのアクセス
と、関連付けられたノードの詳細の取得が試行されます。 

3. 必要に応じて、他の Cisco Unity Connection ノード/クラスタで検出手順を繰り返します。 

4. 複数のパブリッシャ アドレスを設定した後、すべてのノードの詳細情報を更新するために、[サーバの更新 (Refresh 
servers)] をクリックします。 
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自動的に生成されたゾーンと検索ルール 

Expressway-C は、それ自体と検出された各 Unified CM ノード間に設定できないネイバー ゾーンを自動的に生成します。TCP 
のゾーンは必ず作成されます。また、Unified CM ノードの [クラスタ セキュリティ モード (Cluster Security Mode)]（[システム 
(System)] > [エンタープライズ パラメータ (Enterprise Parameters)] > [セキュリティ パラメータ (Security Parameters)]）が 
[1 (Mixed)] に設定されている場合、TLS ゾーンも作成されます（セキュア プロファイルでプロビジョニングされたデバイスをサ
ポートできるようにするため）。TLS ゾーンは、Unified CM 検出で [TLS 検証モード (TLS verify mode)] が有効になっている場
合、[TLS 検証モード (TLS verify mode)] は [オン (On)] で設定されます。これは、Expressway-C が後続の SIP 通信用の 
CallManager 証明書を確認することを意味します。各ゾーンは「CEtcp-<node name>」または「CEtls-<node name>」の形式
で作成されます。 

また、同じ命名規則に従って、設定不可能な検索ルールが各ゾーンに自動的に作成されます。ルールはプライオリティ 45 で作成
されます。検索ルールの対象となる Unified CM ノード名が長い場合、検索ルールは正規表現を使ってアドレスのパターン マッ
チを行います。 

注：登録エンドポイントにルーティング情報を戻す際、ロード バランシングは Unified CM で管理されます。 

検出したノードを更新すべき理由 

Expressway-C が Unified Communications ノードを検出すると、接続を確立し、そのノードに対してネットワークの外部から
発信されたプロキシ要求に対してゾーンと検索ルールを作成するために必要な情報を読み取ります。 

この設定情報は、静的な情報です。つまり、Expressway はユーザが手動で新しいノードの検出を開始するか、または前に検出
されたノードの設定を更新する場合のみその情報を読み取ります。ノードの検出後に関連設定が変更された場合、新しい設定と 
Expressway-C がそのノードについて認識している内容が一致していないと、特定の障害がトリガーされてしまいます。 

Expressway-C が Unified Communications ノードから読み取る情報は、各ノード タイプおよびそのロールによって異なりま
す。次のリストに、Expressway からの更新が必要であると考えられる UC 設定例を示します。このリストは包括的ではなく、
ノードの設定変更が MRA サービスに影響していると考えられる場合、ノードを更新して潜在的な問題の既知のソースを排除する
必要があります。 

 クラスタの変更（たとえばノードの追加または削除） 

 セキュリティパラメータの変更（たとえば混合モードの有効化） 

 接続ソケットの変更（たとえば SIPポートの設定） 

 TFTP サーバの設定変更 

 ノードのソフトウェア アップグレード 
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MRA アクセス制御の設定 

クライアントが Mobile & Remote Access (MRA) 要求を認証する方法を定義するには、Expressway-C で [設定 
(Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)] > [MRA アクセス制
御 (MRA Access Control)] に移動します。 

注意：X8.9 以前からアップグレードする場合、アップグレード後に適用される設定はここにリストされているものとは異な
ります。代わりに、『Expressway Release Notes』のアップグレード手順を参照してください。 

承認と認証の比較 

シスコでは、マニュアルとユーザ インターフェイスで「承認」と「認証」の概念を使用します。高レベルでは、これらの用語は
ホテルの例えを使用して説明できます。 

認証：訪問者によるホテルへの登録に相当します。ホテルへのアクセスを許可する最初のチェックイン プロセスを定義します。
ここでは、パスポートや運転免許証のような身分証明書を提示して、あなたの身分を証明します。 

承認：訪問者に与えられたホテルのキー カードに相当します。滞在中に使用を許可された特定のホテル ルームやその他のサービ
スを制御します。 

Web UI で実際に表示されるフィールドは、MRA が有効かどうか（[ユニファイド コミュニケーション モード (Unified 
Communications mode)] が [モバイルおよびリモート アクセス (Mobile and remote access)] に設定されている）、および選択
された認証パスによって異なります。テーブル内のすべてのフィールドが必ずしも表示されるわけではありません。 

表 7： MRA アクセス制御の設定 
フィールド 説明 デフォルト 
認証パス 
(Authentication 
path)  

MRA が有効になるまで非表示のフィールド。MRA 認証の制御方法を定義します。 

[SAML SSO 認証 (SAML SSO authentication)]：クライアントは外部 IdP によって認証
されます。 

[UCM/LDAP 基本認証 (UCM/LDAP basic authentication)]：クライアントは、LDAP クレ
デンシャルに対して Unified CM によってローカルに認証されます。 

[SAML SSO および UCM/LDAP (SAML SSO and UCM/LDAP)]：どちらの方法も許可し
ます。 

[なし (None)]：認証は適用されません。MRA が最初に有効になるまでのデフォルト。
一部の展開では実際には MRA ではない機能を許可するために MRA をオンにする必要が
あるため、（MRA をただオフにするのではなく）[なし (None)] オプションが必要で
す。（ミーティング サーバの Web プロキシ、XMPP フェデレーションなど）。これら
の顧客のみが [なし (None)] を使用する必要があります。それ以外の場合では推奨され
ません。 

MRA をオンに
するまでは [な
し (None)]  

MRA をオンに
した後は 
[UCM/LDAP] 
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フィールド 説明 デフォルト 
OAuth トークンによ
る承認（更新あり）
(Authorize by OAuth 
token with refresh)  

このオプションでは、承認のための自己記述トークンが必要です。サポート用のインフラ
ストラクチャを持つすべての展開で推奨される承認オプションです。 

現在、この承認方法を使用できるのは Jabber クライアントだけです。他の MRA エンド
ポイントは現在サポートしていません。また、クライアントは、更新を伴う OAuth トー
クン承認モードにある必要があります。 

重要：X8.10 から、Expressway は自己記述トークン（トークン更新、高速承認、アクセ
ス ポリシー サポートを含む）の利点を完全にサポートしています。ただし、実際にはす
べての利点が広範なソリューション全体で利用できるわけではありません。使用する他の
製品（Unified CM、IM and Presence Service、Cisco Unity Connection）およびその
バージョンによって、すべての製品が自己記述トークンのすべての利点を完全にサポート
しているわけではありません。 

オン 

OAuth トークンによ
る承認 (Authorize by 
OAuth token)（以前
は SSO モード） 

[認証パス (Authentication path)] が [SAML SSO] または [SAML SSO および 
UCM/LDAP (SAML SSO and UCM/LDAP)] の場合に利用可能。 

このオプションには、IdP を使用した認証が必要です。現在、Jabber クライアントのみ
がこの承認方法を使用できますが、他の MRA エンドポイントではサポートされていま
せん。 

オフ (Off)  

ユーザ クレデンシャ
ルによる承認 
(Authorize by user 
credentials)  

[認証パス (Authentication path)] が [UCM/LDAP] または [SAML SSO および 
UCM/LDAP (SAML SSO and UCM/LDAP)] の場合に利用可能。 

ユーザ クレデンシャルによる認証を実行しようとするクライアントは、MRA によって許
可されます。これには、Jabber、およびサポートされている IP フォンと TelePresence 
デバイスが含まれます。 

オフ (Off)  
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フィールド 説明 デフォルト 
内部認証の可用性の
確認 (Check for 
internal 
authentication 
availability)  

[OAuth トークンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with refresh)] また
は [OAuth トークンによる承認 (Authorize by OAuth token)] が有効になっている場合に
利用可能。 

最適なセキュリティとネットワーク トラフィックの削減のため、デフォルトは [いいえ 
(No)] です。 

Expressway-C がホーム ノードをチェックするかどうかを選択することにより、
Expressway-E がリモート クライアント認証要求にどのように反応するかを制御します。 

要求は、クライアントが OAuth トークンによってユーザを認証しようとする可能性があ
るかどうかを尋ね、その要求には Expressway-C がユーザのホーム クラスタを見つける
ためのユーザ ID が含まれています。 

[はい (Yes)]：get_edge_sso 要求は、OAuth トークンがサポートされているかどうかを
ユーザのホーム Unified CM に尋ねます。ホーム Unified CM は、Jabber クライアントの
get_edge_sso 要求によって送信された ID から決定されます。 

[いいえ (No)]：Expressway が内部的に見えないように設定されている場合、エッジの認
証設定に応じて、すべてのクライアントに同じ応答が送信されます。 

選択するオプションは、実装およびセキュリティ ポリシーによって異なります。すべて
の Unified CM ノードで OAuth トークンがサポートされている場合は、[いいえ (No)] を
選択して応答時間とネットワーク全体のトラフィックを減らすことができます。または、
ロールアウト中にクライアントがエッジ構成を取得するモードを使用するようにする場合
や、すべてのノードで OAuth を保証できない場合は、[はい (Yes)] を選択します。 

注意：これを [はい (Yes)] に設定すると、認証されていないリモート クライアントから
の不正な着信要求を許可する可能性があります。この設定に [いいえ (No)] を指定する
と、Expressway は不正な要求を回避します。 

なし 
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フィールド 説明 デフォルト 
ID プロバイダー：
IdP を作成または変
更 (Identity 
providers: Create or 
modify IdPs)  

[認証パス (Authentication path)] が [SAML SSO] または [SAML SSO および 
UCM/LDAP (SAML SSO and UCM/LDAP)] の場合に利用可能。 

ID プロバイダーの選択 

シスコ コラボレーション ソリューションは、SAML 2.0（セキュリティ アサーション 
マークアップ言語）を使用して、ユニファイド コミュニケーション サービスを利用する
クライアント用の SSO（シングル サインオン）を有効にします。 

使用する環境に SAML ベース SSO を選択した場合は、次の点に注意してください。 

 SAML 2.0 は、SAML 1.1 との互換性がないため、SAML 2.0 標準を使用する IdP 
を選択する必要があります。 

 SAML ベースのアイデンティティ管理は、コンピューティングとネットワーキン
グ業界のベンダーによって異なる方法で実装されています。したがって、SAML 
標準に準拠するための幅広く受け入れられている規制はありません。 

 選択した IdP の設定や管理ポリシーは、Cisco TAC（テクニカル アシスタンス 
センター）のサポート対象外です。IdP ベンダーとの関係とサポート契約を利用
して、IdP を正しく設定する上での支援を得られるようにしてください。シスコ
は IdP に関するエラー、制限、または特定の設定に関する責任を負いません。 

シスコ コラボレーション インフラストラクチャは、SAML 2.0 への準拠を主張する他の 
IdP と互換性がある可能性もありますが、シスコ コラボレーション ソリューションでテ
ストされているのは次の IdP だけです。 

 OpenAM 10.0.1 
 Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0)  
 PingFederate® 6.10.0.4 

̶ 

ID プロバイダー：
SAML データのエク
スポート (Identity 
providers: Export 
SAML data)  

[認証パス (Authentication path)] が [SAML SSO] または [SAML SSO および 
UCM/LDAP (SAML SSO and UCM/LDAP)] の場合に利用可能。 

SAML データの操作の詳細については、「エッジ経由の SAML SSO 認証（104 ペー
ジ）」を参照してください。 

̶ 
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フィールド 説明 デフォルト 
Jabber iOS クライア
ントによる組み込み
の Safari の使用の許
可 (Allow Jabber 
iOS clients to use 
embedded Safari)  

デフォルトでは、IdP または Unified CM の認証ページは、iOS デバイスの組み込み 
Web ブラウザ（Safari ブラウザではない）に表示されます。このデフォルトのブラウザ
は iOS の信頼ストアにアクセスできないので、デバイスに導入された証明書を使用する
ことはできません。 

この設定では、オプションで、iOS デバイス上の Jabber がネイティブの Safari ブラウザ
を使用することができます。Safari ブラウザでは、デバイスの信頼ストアにアクセスでき
るため、OAuth 導入時にパスワードレス認証または二要素認証を有効化できるようにな
りました。 

このオプションには潜在的なセキュリティの問題が存在します。認証が完了した後で、
Safari から Jabber にブラウザ制御を返す機能は、カスタム プロトコル ハンドラを呼び
出すカスタム URL 方式を使用します。Jabber 以外の別のアプリケーションがこの方式を
妨害し、iOS から制御を取得できます。この場合、アプリケーションは URL の OAuth 
トークンへアクセスできます。 

すべてのモバイル デバイスが管理されているなどの理由で、iOS デバイスに Jabber の
カスタム URL 形式を登録する他のアプリケーションがないと確信する場合、オプション
を有効にしても安全です。別のアプリケーションがカスタム Jabber URL を妨害する可
能性が心配な場合、組み込み Safari ブラウザを有効にしません。 

なし 

SIP トークンの余分
なパケット存続時間 
(SIP token extra 
time to live)  

[OAuth トークンによる承認 (Authorize by OAuth token)] が [オン (On)] の場合に利用
可能。 

必要に応じて、簡単な OAuth トークンの存続可能時間（秒）を延長します。クレデン
シャルの有効期限が切れた後、コールを受け入れるための短い時間枠をユーザに提供しま
す。ただし、潜在的なセキュリティ リスクが増加します。 

0 秒 

 

自己記述トークンを使用する場合は Unified CM を更新する（OAuth トークンによる承認（更新あり）） 

自己記述トークンによる承認を設定する場合（[OAuth トークンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with 
refresh)]）は、Expressway で定義された Unified CM ノードを更新する必要があります。これにより、Expressway がトークン
を復号化するために必要なキーが Unified CM から取得されます。 

[設定 (Configuration)] > [Unified Communications] > [<UC サーバ タイプ> (<UC server type>)] に移動し、[サーバの更新 
(Refresh servers)] をクリックします。 

Unified CM のサポートを確認する方法 

Expressway の [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [Unified CM サーバ 
(Unified CM servers)] ページで、Unified CM サーバがサポートする承認方式を確認できます。使用中のバージョン番号が表示さ
れます。 
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Expressway-C の HTTP 許可リストについて 

Expressway-C は自動的に HTTP 許可リストにルール（インバウンドとアウトバウンド）を追加します。 

たとえば、外部クライアントが MRA 設定中に検出されたユニファイド コミュニケーション ノードにアクセスできるようにイン
バウンド ルールを追加します。これらには、（CallManager および TFTP サービスを実行している）Unified CM ノード、IM 
and Presence Service ノード、Cisco Unity Connection ノードが含まれます。 

インバウンド ルールは、[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)] > [自動インバウンド ルール (Automatic inbound rules)] で確認できます。アウトバウンド ルールは、
[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)] > 
[自動アウトバウンド ルール (Automatic outbound rules)] で確認できます。 

許可リストを編集できますか。 

 アウトバウンド ルールをリストに追加することはできません。 

 外部からのクライアントが企業内の他の Web サービスにアクセスする必要がある場合は、独自のインバウンド ルールを
追加できます。たとえば、次のサービスでは、許可リストを設定する必要がある場合があります。 

 Jabber 更新サーバ 

 Cisco エクステンション モビリティ 

 Photo Host ディレクトリ 

 高度なファイル転送 (AFT) 

 問題レポート ツール サーバ 

 リスト内の自動追加ルールを編集または削除することはできません。 

AFT 機能 

Expressway で AFT 機能を使用する場合、手動か自動の追加かにかかわらず、すべての Unified CM IM and Presence Service 
ノードが許可リストにあることを確認します。 

自動インバウンド ルール 

Expressway は、ユニファイド コミュニケーション ノードを検出または更新すると、自動的に HTTP 許可リストを編集します。
このページは、検出されたノード、およびそれらのノードに適用するルールを示します。 

最初のリストは検出されたノードであり、現在、この Expressway-C で既知のすべてのノードが含まれます。各ノードのリスト
には、ノードのアドレス、ノードのタイプ、およびパブリッシャのアドレスが含まれています。 

2 番目のリストは追加されているルールであり、ユニファイド コミュニケーション ノードのさまざまなタイプへのクライアント 
アクセスを制御するためのものです。MRA 設定のノードのタイプごとに、1 つまたは複数のルールがこのリストに表示されま
す。これらは編集可能なルールと同じ形式で表示されますが、これらのルールは変更できません。 
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表 8： 自動的に追加された許可リストのルールのプロパティ 
カラム (Column) 説明 
タイプ (Type)  このルールは、リストされたタイプのすべてのノードに影響します。 

 Unified CM サーバ：Cisco Unified Communications Manager ノード 

 IM and Presence Service ノード：Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 
ノード 

 Unity Connection サーバ：Cisco Unity Connection ノード 

 TFTP：TFTP ノード 
プロトコル  これらのタイプのノードとクライアントが通信することがルールによって許可されるプロトコル。 
ポート  これらのタイプのノードとクライアントが通信することがルールによって許可されるポート。 
一致タイプ 
(Match type)  

[完全一致 (Exact)] または [プレフィックス (Prefix)]。クライアントがこのルールを使用してアクセスするサー
ビスの特性によって異なります。 

パス  クライアントがこのルールを使用してアクセスするリソースへのパス。ルールで [プレフィックス (Prefix)] 一致
を許可する場合、これは存在しないか、実際のリソースの部分一致のみとなることがあります。 

メソッド  このルールで許可される HTTP メソッド（GET など）。 

 

HTTP 許可リストの編集 

1. HTTP 許可リスト ルールを表示、作成、変更、削除するには、[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)] を選択します。 

ページには、デフォルトの HTTP メソッドを制御するための領域と、編集可能なルールを表示する別の領域の 2 つの領域
があります。 

2. （オプション）チェックボックスを使用してデフォルトの HTTP メソッドのセットを変更し、[保存 (Save)] をクリックし
ます。 

個々のルールを編集するとデフォルトをオーバーライドできます。できるだけセキュアにする場合は、デフォルト設定か
らすべてのメソッドをクリアし、ルール単位でメソッドを指定します。 

注：デフォルトのメソッドを変更すると、デフォルトのメソッドで以前に作成したすべてのルールが新しいデフォルトを
使用します。 

3. （推奨）左の列のボックスをオンにして [削除 (Delete)] をクリックすることで不要なルールをすべて削除します。 

4. [新規 (New)] をクリックして新しいルールを作成します。 

5. 要件に合わせてルールを設定します。各フィールドのそれぞれのアドバイスは次のとおりです。 
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表 9： 手動で追加した許可リストのルールのプロパティ 
カラム (Column)  説明 
説明  目的を認識しやすいように、このルールについてわかりやすい説明を入力します。 
URL  MRA クライアントがアクセスできる URL を指定します。たとえば、

https://www.example.com:8080/resource/path へのアクセスを許可するには、そのように正確に入力し 
ます。 

1. ホストにアクセスするためにクライアントが使用しているプロトコルは、http://  または https://  であ
る必要があります。 

2. デフォルト以外のポートを使用しているときはポートを指定します。例：:8080 

（デフォルト ポートは 80 (http) と 443 (https) です） 

3. ルールの範囲を制限するパスを指定します (よりセキュア)。例：/resource/path 

このルールで [プレフィックス一致 (Prefix match)] を選択する場合は、部分的なパスを使用したり、パス
を省略できます。ターゲット リソースが不正な URL に対処していない場合、これがセキュリティ リスク
になる可能性があることに留意してください。 

許可された方式 
(Allowed 
methods)  

[デフォルトの使用 (Use defaults)] または [メソッドの選択 (Choose methods)] を選択します。 

このルールに特定の HTTP メソッドを選択する場合、すべてのルールに対して選択したデフォルトがオーバー
ライドされます。 

一致タイプ 
(Match type)  

[完全一致 (Exact match)] または [プレフィックス一致 (Prefix match)] を選択します。 

ここでの決定は環境によって異なります。完全一致を使用するとよりセキュアになりますが、多くのルールが
必要になることがあります。プレフィックス一致を使用するとより便利ですが、意図せずサーバ リソースを露
出するリスクがあります。 

展開  MRA 環境に複数の展開を使用している場合、どの展開で新しいルールを使用するかを選択する必要もありま
す。複数の展開がない場合、このフィールドは表示されません。 

 

  

6. [エントリの作成 (Create Entry)] をクリックしてルールを保存し、編集可能な許可リストに戻ります。 

7. （オプション）[表示/編集 (View/Edit)] をクリックしてルールを変更します。 

HTTP 許可リストへのルールのアップロード 

注：アウトバウンド ルールをアップロードすることはできません。 

1. [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)] > [ルールのアップロード (Upload rules)] を選択します。 

2. 参照し、ルール定義を含む CSV ファイルを選択します。 

「許可リスト ルール ファイル リファレンス（466 ページ）」を参照してください。 
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3. [アップロード (Upload)] をクリックします。 

Expressway が成功メッセージで応答し、[編集可能なインバウンド ルール (Editable inbound rules)] ページが表示され
ます。 

自動アウトバウンド ルール 

Unified CM ソフトウェアによってサポートされている場合は、Expressway に組み込み転送プロキシ サービスがあります。 

HTTP 許可リストの事前定義されたアウトバウンド ルールは、転送プロキシを介して Collaboration Cloud サーバにプッシュ通知
を許可します。ユーザが転送プロキシを有効にすると、Expressway によって自動的にアウトバウンド ルールが追加されます。 

これらのルールは、[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)] > [自動アウトバウンド ルール (Automatic outbound rules)] で確認できます。ルールを編集または削除できま
せん。ルールには、Expressway で検出された各 Unified CM ノードに対する次のエントリが含まれています。 

表 10： Expressway 転送プロキシが有効な場合の自動アウトバウンド ルールのプロパティ 
カラム (Column)  説明 
ターゲット ホスト (Target host)  Cisco Collaboration cloud URL（WebEx など）。 
プロトコル  プロキシ トラフィックに必要なプロトコル。この場合は常に HTTPS。 
ポート  ターゲット ホストに対しプロキシで許可されているポート。 
パス  クライアント要求用のサービスへのパス。 
メソッド  通過を許可する HTTPS メソッド。 

 

自動アウトバウンド ルールはいつ使用されるか 

これらのアウトバウンド ルールは、Expressway で組み込み転送プロキシ サービスを有効にした場合に適用されます。たとえ
ば、リモートでサインインする iOS デバイス（Cisco Jabber for iPhone および iPad）を使用する Cisco Jabber ユーザがいる
場合に、Apple のプッシュ通知サービスをサポートするためです。 

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配置の使用 

導入とは抽象的な境界を指し、ドメインまたは 1 つ以上のユニファイド コミュニケーション サービス プロバイダー（Unified 
CM、Cisco Unity Connection、および IM and Presence Service ノードなど）を包含します。複数導入の目的は、Mobile & 
Remote Access (MRA) ユーザが使用できるユニファイド コミュニケーション サービスをパーティション化することです。これ
により、異なる MRA ユーザのサブセットが、同じ Expressway のペアを介して異なるセットのサービスにアクセスできるよう
になります。 

導入数は 10 以下に留めることをお勧めします。 

例 

ライブ MRA 環境と準備中の環境をそれぞれ構築するには、2 セットのユニファイド コミュニケーション インフラストラクチャ
の実装を検討します。またこの実装では、3 つ目のセットとして、機密通信用に独立した環境も必要になる可能性があります。 
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図 9： ネットワーク外からアクセスされるユニファイド 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複数の配置 

 

配置と関連のドメインおよびサービスは Expressway-C で設定されます。 

変更しなければ「デフォルト配置 (Default deployment)」という名前のプライマリ配置が 1 つ存在します。追加の配置を作成し
て設定するまで、すべてのドメインとサービスがプライマリ配置に自動的に包含されます。このプライマリ配置は、名前が変更
されても、メンバーが存在しなくても削除できません。 

Mobile & Remote Access を使用して提供するサービスをパーティション化するには、必要な数だけ配置を作成します。それぞ
れに異なるドメインを関連付け、必要なユニファイド コミュニケーション リソースを各配置に関連付けます。 

1 つのドメインを複数の配置に関連付けることはできません。同様に、それぞれのユニファイド コミュニケーション ノードは、
1 つの配置のみに関連付けることができます。 

新しい配置を作成するには、次の手順を実行します。 

1. Expressway-C にログインします。 

2. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [配置 (Deployments)] を選択
して、[新規 (New)] をクリックします。 

3. 配置に名前を付けて、[配置の作成 (Create deployment)] をクリックします。 

新しい配置は、[配置 (Deployments)] ページに表示され、ドメインまたは UC サービスを編集するときに選択可能です。 

ドメインを配置に関連付けるには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] > [ドメイン (Domains)] を選択します。 

ドメインと関連のサービスがここにリストされます。[配置 (Deployments)] 列に、リストされたドメインを関連付ける場
所が表示されます。 

2. ドメイン名をクリックするか、新しいドメインを作成します（「ドメインの設定（147 ページ）」を参照してください）。 

3. [配置 (Deployment)] フィールドで、このドメインを包含する配置を選択します。 

4. [保存 (Save)] をクリックします。 
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Unified CM またはその他のサーバ/サービスを配置に関連付けるには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] に移動して、[Unified CM サーバ 
(Unified CM servers)] か [IM and Presence サービス ノード (IM and Presence Service nodes)] または [Unity 
Connection サーバ (Unity Connection servers)] を選択します。 

以前に検出された、選択したタイプのサービス ノードがここに表示されます。[配置 (Deployments)] 列に、リストされた
ノードを関連付ける場所が表示されます。 

リストに情報が適切に挿入されていない場合は、「ユニファイド コミュニケーション サーバおよびサービス（89 ペー
ジ）」を参照してください。 

2. サーバ/サービス ノード名をクリックします。 

3. [配置 (Deployment)] フィールドで、このサーバ/サービス ノードを包含する配置を選択します。 

4. [保存 (Save)] をクリックします。 

注：この変更を保存すると、Expressway-C によってノードへの接続が更新され、接続されたユーザ向けのサービスが一
時的に中断される場合があります。 

5. 配置に属するその他のユニファイド コミュニケーション サービスで手順を繰り返してください。 

エッジ経由の SAML SSO 認証 

SAML ベースの SSO は、ユニファイド コミュニケーション サービスの要求を認証するためのオプションです。要求は、エン
タープライズ ネットワーク内、または（ここで説明されているように）外部から MRA 経由でユニファイド コミュニケーション 
サービスを要求するクライアントから発信されます。 

エッジ経由の SAML SSO 認証には、外部 ID プロバイダー (IdP) が必要です。その認証は、エッジでの Expressway ペアのセ
キュアなトラバーサル機能と、内部のサービス プロバイダーと外部で解決可能なアイデンティティ プロバイダー (IdP) との間の
信頼関係に依存します。 

エンドポイントを VPN 経由で接続する必要はありません。これらは 1 つの ID と 1 つの認証メカニズムを使用して複数のユニ
ファイド コミュニケーション サービスにアクセスします。認証は IdP が行います。Expressway または内部 Unified CM サービ
スでは認証されません。 

Expressway は、SAML SSO を使用した 2 種類の OAuth トークン認証をサポートしています。 

 シンプル（標準）なトークン。これらは常に SAML SSO 認証を必要とします。 

 更新を伴う自己記述トークン。これらは、Unified CM ベースの認証でも機能します。 

シンプルな OAuth トークン認証について  

前提条件  

 Cisco Jabber 10.6 以降。Jabber クライアントは、Mobile & Remote Access (MRA) を介して OAuth トークンの承認で
サポートされる唯一のエンドポイントです。 

 Cisco Unified Communications Manager10.5 (2) 以降 
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 Cisco Unity Connection 10.5(2) 以降 

 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 10.5(2) 以降 

仕組み  

Cisco Jabber は、ユニファイド コミュニケーション サービスを要求する前に、組織のネットワーク内にいるかどうかを判定し
ます。Jabber がネットワークの外側にいる場合は、ネットワークのエッジ上の Expressway-E からのサービスを要求します。
SAML SSO 認証がエッジで有効な場合、Expressway-E は、ユーザを認証するよう署名要求を付けて IdP に Jabber をリダイレ
クトします。 

IdP は、クライアント自体を識別するためにクライアントにチャレンジを行います。この ID が認証されると、IdP は、ID が本物
であるという署名アサーションを付けて Jabber のサービス要求を Expressway-E にリダイレクトして戻します。 

Expressway-E は IdP を信頼し、ネットワーク内の該当するサービスに要求を渡します。ユニファイド コミュニケーション サー
ビスは、IdP と Expressway-E を信頼するので、Jabber クライアントにサービスを提供します。 

図 10 オンプレミス UC サービスに対するシンプルな OAuth トークンベースの承認 

 

更新を伴う自己記述 OAuth トークン承認について 

X8.10 から、Expressway では MRA 承認オプションとして自己記述トークンの使用がサポートされています。（[OAuth トーク
ンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with refresh)] を [はい (Yes)] に設定します）。自己記述トークンには大
きな利点があります。 

 トークン更新機能により、ユーザは繰り返し再認証する必要がありません。 

 高速承認。 

 アクセス ポリシーのサポート。Expressway では、Unified CM のユーザに適用される MRA アクセス ポリシー設定を強
制できます。 

 ローミングのサポート。トークンはオンプレミスでもリモートでも有効なので、ローミング ユーザはオンプレミスとオフ
プレミスの間を移動する場合に再認証する必要がありません。 
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Expressway では、特に Cisco Jabber ユーザを支援するために自己記述トークンが使用されます。移動中またはリモートで作業
する Jabber ユーザは、ローカル ネットワークから離れた場所（オフプレミス）で認証できます。彼らが元々オンプレミスで認
証していた場合、後でオフプレミスに移動した場合に再認証する必要はありません。同様に、ユーザがオフプレミスで認証した
後にオンプレミスに移動した場合、ユーザは再認証する必要はありません。どちらの場合も、設定されたアクセス トークンまた
は更新トークン制限の対象となり、再認証が強制される可能性があります。 

Jabber iOS デバイスを使用するユーザの場合、自己記述トークンでサポートされている高速度によって、Apple プッシュ通知 
(APN) の Expressway サポートが最適化されます。 

自己記述トークン承認をサポートするために必要なインフラストラクチャがあることを前提として、すべての展開に対して自己
記述トークン承認を推奨します。適切な Expressway 設定の下では、Jabber クライアントが自己記述トークンを提示した場
合、Expressway は単にトークンをチェックします。パスワードまたは証明書ベースの認証は必要ありません。設定された認証
パスが外部 IdP によるものか、または Unified CM によるものかにかかわらず、トークンは Unified CM によって発行されま
す。コール フロー内のすべてのデバイスが自己記述トークン承認用に設定されている場合、自己記述トークン承認が自動的に
使用されます。 

Expressway-C は、トークン承認を実行します。これにより、Expressway-E で公開されている認証および承認設定が回避され
ます。 

前提条件 

 Expressway がすでに Jabber for iPhone と iPad 用の Mobile & Remote Access を提供している。 

 コール フロー内の他のすべてのデバイスも同様に有効になっている。 

 次の製品バージョン（またはそれ以降）がインストールされている。 

 Expressway X8.10 

 Cisco Jabber for iPhone および iPad iOS 11.9 

 Cisco Unified Communications Manager 11.5 (SU3)  
 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 11.5 (SU3)  
 Cisco Unity Connection 11.5 (SU3)  

 他のすべてのシステム コンポーネントでもサポートされていることがわかるまで、OAuth トークンを有効にしないでく
ださい。 

自己記述トークンによる承認を設定する場合（[OAuth トークンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with 
refresh)]）は、Expressway で定義された Unified CM ノードを更新する必要があります。これにより、Expressway がトークン
を復号化するために必要なキーが Unified CM から取得されます。 

制限事項 

重要：X8.10 から、Expressway は自己記述トークン（トークン更新、高速承認、アクセス ポリシー サポートを含む）の利点を
完全にサポートしています。ただし、実際にはすべての利点が広範なソリューション全体で利用できるわけではありません。使
用する他の製品（Unified CM、IM and Presence Service、Cisco Unity Connection）およびそのバージョンによって、すべての
製品が自己記述トークンのすべての利点を完全にサポートしているわけではありません。 
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OAuth トークン承認の前提条件 

Expressway ペアについて 

 Expressway-E と Expressway-C は、ネットワーク エッジで連携するように設定されている。 

 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-C と Expressway-E との間に設定されている。 

 OAuth を介してアクセスされる SIP ドメインは Expressway-C 上で設定されている。 

 Expressway-C で MRA が有効になっており、必要な Unified CM リソースが検出されている。 

 必要な Unified CM リソースは Expressway-C の HTTP 許可リストにある。 

 複数の配置を使用する場合、OAuth でアクセスされる Unified CM リソースは、Jabber クライアントからコールされる
ドメインと同じ展開内にある。 

Cisco Jabber クライアントについて 

 クライアントは、正しいドメイン名/SIP URI/チャット エイリアスを使用して内部サービスを要求するように設定されて
いる。 

 デフォルト ブラウザは Expressway-E および IdP を解決できる。 

Unified CM で、次の手順を実行します。 

 非 OAuth MRA クライアントやエンドポイントに関連付けられているユーザは、そのクレデンシャルを Unified CM に保
存している。または、Unified CM の LDAP 認証が設定されている。 

アイデンティティ プロバイダーについて 

IdP 証明書に含まれるドメインは、クライアントが IdP を解決できるように、DNS で公開されなければならない。 

ID プロバイダーの選択 

シスコ コラボレーション ソリューションは、SAML 2.0（セキュリティ アサーション マークアップ言語）を使用して、ユニファ
イド コミュニケーション サービスを利用するクライアント用の SSO（シングル サインオン）を有効にします。 

使用する環境に SAML ベース SSO を選択した場合は、次の点に注意してください。 

 SAML 2.0 は、SAML 1.1 との互換性がないため、SAML 2.0 標準を使用する IdP を選択する必要があります。 

 SAML ベースのアイデンティティ管理は、コンピューティングとネットワーキング業界のベンダーによって異なる方法で
実装されています。したがって、SAML 標準に準拠するための幅広く受け入れられている規制はありません。 

 選択した IdP の設定や管理ポリシーは、Cisco TAC（テクニカル アシスタンス センター）のサポート対象外です。IdP ベ
ンダーとの関係とサポート契約を利用して、IdP を正しく設定する上での支援を得られるようにしてください。シスコは 
IdP に関するエラー、制限、または特定の設定に関する責任を負いません。 
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シスコ コラボレーション インフラストラクチャは、SAML 2.0 への準拠を主張する他の IdP と互換性がある可能性もあります
が、シスコ コラボレーション ソリューションでテストされているのは次の IdP だけです。 

 OpenAM 10.0.1 
 Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0)  
 PingFederate® 6.10.0.4 

ハイレベル タスク リスト 

1. 自己記述トークン承認（[OAuth トークンによる承認（更新あり）(Authorize by OAuth token with refresh)]）を使用する
場合は、MRA クライアントに対して有効にする前に、まずオンプレミスで機能させることを推奨します。 

2. IdP で安全に認証できるように、アイデンティティ プロバイダーとオンプレミスのディレクトリ間の同期可能な関係を設
定します。「Directory Integration and Identity Management」（『Cisco Collaboration System 11.x Solution 
Reference Network Designs (SRND)』マニュアル）を参照してください。 

3. IdP から SAML メタデータ ファイルをエクスポートします。手順については、アイデンティティ プロバイダーに関する
マニュアルを確認してください。たとえば、『SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications 
Applications』の「Enable SAML SSO through the OpenAM IdP」を参照してください。 

4. IdP からエクスポートした SAML メタデータ ファイルを、シングル サインオンでアクセスされる Unified CM サーバと 
Cisco Unity Connection サーバにインポートします。詳細については、ユニファイド コミュニケーションのマニュアルま
たはヘルプを参照してください。 

5. Unified CM サーバと Cisco Unity Connection サーバから SAML メタデータ ファイルをエクスポートします。たとえ
ば、『SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications Applications』の「High-Level Circle of Trust 
Setup」を参照してください。 

6. IdP から SAML メタデータ ファイルをインポートして、Expressway-C 上でアイデンティティ プロバイダーを作成し
ます。 

7. Expressway-C 上の SIP ドメインに IdP を関連付けます。 

8. （プライマリ）Expressway-C から SAML メタデータ ファイルをエクスポートします。（プライマリ）Expressway-E 
の外部で解決可能なアドレスが含まれていることを確認します。 

Expressway-C からの SAML メタデータ ファイルには、エッジと IdP 間の SAML 交換の署名と暗号化用の X.509 証明
書、および IdP が Expressway-E（ピア）にクライアントをリダイレクトするときに必要なバインディングが含まれます。 

9. Unified CM サーバと Cisco Unity Connection サーバから SAML メタデータ ファイルを IdP にインポートします。
OpenAM の使用例は、『SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications Applications』に記載され
ています。 

10. 同様に、Expressway-C から IdP に SAML メタデータ ファイルをインポートします。詳細については IdP のマニュアル
を参照してください。 

11. Expressway-C のエッジで SAML SSO をオンにします。「MRA アクセス制御の設定（94 ページ）」を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11.html
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IdP からの SAML メタデータのインポート 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [アイデン
ティティ プロバイダー (IdP) (Identity providers (IdP))] を選択します。 

これを実行する必要があるのは、クラスタのプライマリ ピアのみです。 

2. [SAML から新しい IdP をインポート (Import new IdP from SAML)] をクリックします。 

3. [SAML ファイルをインポート (Import SAML file)] コントロールを使用して、IdP から SAML メタデータ ファイルを検索
します。 

4. [ダイジェスト (Digest)] を必須 SHA ハッシュ アルゴリズムに設定します。 

Expressway はクライアントが IdP に提示する SAML 認証要求の署名にこのダイジェストを使用します。署名アルゴリズ
ムは、SAML 認証要求の署名を検証するために IdP で想定されているものと一致している必要があります。 

5. [アップロード (Upload)] をクリックします。 

これで、Expressway-C は、IdP の通信を認証し、IdP に対する SAML 通信を暗号化できます。 

注：メタデータをインポートした後は、[設定 (Configuration)] > [Unified Communications] > [アイデンティティ プロバ
イダー (ldp) (Identity Provider (IdP))] に移動して、IdP 行を検索し、[アクション (Actions)] 列で [ダイジェストの設定 
(Configure Digest)] をクリックして、署名アルゴリズムを変更できます。 

IdP とドメインの関連付け 

そのドメインの MRA ユーザによって IdP 経由で認証されるようにするには、IdP とドメインを関連付ける必要があります。IdP 
は少なくとも 1 つのドメインが関連付けられるまで値を追加しません。 

ドメインと IdP 間には多対 1 の関係があります。1 つの IdP を複数のドメインに使用できますが、各ドメインに関連付けられる 
IdP は 1 つだけです。 

Expressway-C 上の場合： 

1. IdP リストを開き（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [アイデン
ティティ プロバイダー (IdP) (Identity providers (IdP))]）、IdP がリストにあることを確認します。 

IdP はそのエンティティ ID 別に表示されます。それぞれ関連付けられたドメインが ID の横に表示されます。 

2. IdP の行で [ドメインの関連付け (Associate domains)] をクリックします。 

すると、この Expressway-C のすべてのドメインのリストが表示されます。この IdP にすでに関連付けられたドメイン
の横にはチェック マークが表示されます。また、リスト内の他のドメインに関連付けられている別の IdP がある場合は、
IdP エンティティ ID も表示されます。 

3. この IdP に関連付けるドメインの横にあるチェックボックスをオンにします。 

チェックボックスの横に [付け替え (Transfer)] が表示されている場合は、それをオンにすると、ドメインの既存の関連付
けが解除されて、この IdP に関連付けられます。 
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4. [保存 (Save)] をクリックします。 

選択したドメインがこの IdP に関連付けられます。 

Expressway-C からの SAML メタデータのエクスポート 

注：Expressway-C の SAML メタデータをエクスポートするには、その前に Expressway-C で、Expressway-E との有効な接
続を確立する必要があります。 

1. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [SAML データのエクスポート 
(Export SAML data)] を選択します。 

このページには、接続された Expressway-E、またはクラスタの場合はすべての Expressway-E ピアが表示されます。そ
のようにリストされるのは、それらに関するデータが Expressway-C の SAML メタデータに含まれるためです。 

2. 複数の展開が設定されている場合は、SAML メタデータをエクスポートする前に展開を 1 つ選択する必要があります。 

3. [ダウンロード (Download)] または [すべてをダウンロード (Download all)] をクリックします。 

このページには、すべての Expressway-C ピアもリストされます。それぞれに SAML メタデータをダウンロードする
か、.zip ファイルですべてをエクスポートできます。 

4. 生成されたファイルは、SAML メタデータを IdP にインポートする必要があるときにアクセスできる安全な場所にコピー
します。 

IdP の設定 

このトピックでは、MRA 経由の OAuth トークンベース承認用に特定の IdP を使用するときに必要な既知の追加設定を取り上げ
ます。 

次に示す設定手順は、すでに説明した前提条件およびハイレベル タスクに加えて必要で、その一部はこのマニュアルの範囲外
です。 

Active Directory Federation Services 2.0 

Expressway-E 用に Relying Party Trust を作成したら、それぞれのエンティティのプロパティをいくつか設定し、Expressway-
E の想定どおりに、AD FS で SAML 応答が確実に生成されるようにします。 

また、ユーザが認証する AD 属性値に SAML 応答の uid 属性を設定するそれぞれの証明書利用者信頼に対して、クレーム ルール
を追加する必要があります。 

これらの手順は、AD FS 2.0 で検証されています。ただし、AD FS 3.0 を使用する場合も、同じ設定が必要です。 

それには、次のようなことが必要となります。 

 応答全体に署名します（メッセージおよびアサーション） 

 アイデンティティを uid 属性として送信する要求規則を追加します 
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全応答に署名するには： 

Windows PowerShell® で、それぞれの Expressway-E の <EntityName> に対して、次のコマンドを繰り返します。 

Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "<EntityName>" -SAMLResponseSignature MessageAndAssertion  

それぞれの証明書利用者信頼に対してクレーム ルールを追加するには： 

1. [クレーム ルールの編集 (Edit Claims Rule)] ダイアログを開き、AD 属性をクレームとして送信する新しいクレーム ルー
ルを作成します。 

2. 内部システムに対して OAuth ユーザを識別するもの（通常は電子メールまたは SAMAccountName）に一致する AD 属
性を選択します。 

3. Outgoing Claim Type として uid と入力します。 

Apple プッシュ通知のサポートの有効化 

この機能は、リモートでサインインする iOS デバイス（Cisco Jabber for iPhone および iPad）を使用する Cisco Jabber ユー
ザが存在する場合に適用されます。MRA 用に設定された Expressway 展開は、Apple のクラウドベースのプッシュ通知サービス
をサポートできます。X8.9.1 から、IM and Presence Service インスタント メッセージのプッシュ通知をサポートしました。
X8.10 からは、音声通話とビデオ通話に対してもサポートしています。プッシュ通知は、Jabber for iPhone および iPad のクラ
イアントでのみ使用されます。Android、Windows、および Mac ユーザは影響を受けません。 

注：Unified CM がリモートまたはモバイルの Jabber for iPhone および iPad 接続を検出した場合、常にプッシュ通知と SIP 招
待が送信されます。 

前提条件と推奨事項 

Expressway-E が Jabber iOS デバイス用に Mobile & Remote Access (MRA) をすでに提供しているという前提で、プッシュ通
知用に Expressway で必要な特別な設定はありません。ただし、次の前提条件および推奨事項が適用されます。 

 Expressway のプッシュ通知では、Expressway と Cisco WebEx クラウド間、および Cisco Jabber と Apple クラウド
内のプッシュ通知サーバとの間にネットワーク接続が必要です。インターネットに接続していないプライベート ネット
ワークでは動作しません。 

 MRA は完全に設定されている必要があります（ドメイン、ゾーン、サーバ設定）。 

 Unified CM の設定によっては、Cisco Collaboration Cloud にプッシュ通知を送信するために、Unified CM に転送プロキ
シが必要な場合があります。 

 自己記述トークン承認を使用することを推奨します。 

 インスタント メッセージによるプッシュ通知には、Expressway-E の再起動が必要です。IM and Presence Service で
プッシュ通知を有効にした後、Expressway-E を再起動する必要があります。再起動するまで、Expressway-E は IM and 
Presence Service のプッシュ機能を認識できず、Jabber クライアントに PUSH メッセージを送信しません。 

 Cisco Unified Communications Manager、IM and Presence Service、および Jabber デバイスでは、次のプッシュ通知
対応リリース（またはそれ以上）が必要です。 

 Expressway X8.10 
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 Cisco Jabber for iPhone および iPad iOS 11.9 

 Cisco Unified Communications Manager 11.5(SU3) 
 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 11.5(SU3) 
 Cisco Unity Connection 11.5(SU3) 

プッシュ通知のサポートを実装した理由 

Apple は、バックグラウンドでアプリが実行されているときでも、Jabber iOS が SIP セッションを開いたままにすることができ
る VoIP バックグラウンド モードを推奨しなくなりました。プッシュ通知を使用すると、Unified CM は着信コールとメッセージ
について Jabber に通知できます。その後、Jabber は Unified CM に再接続してメッセージを取得したり、コールに応答したり
できます。Jabber はこのリリースの新しい自己記述トークン機能を使用して、これを迅速に実行できます。 

図 11： プッシュ通知アーキテクチャ 

 

ユニファイド コミュニケーション製品のプッシュ通知に関する情報 

Unified CM および IM and Presence Service のプッシュ通知の詳細については、Cisco.com の Cisco Unified Communications 
Manager のマニュアル ページから入手可能な『Deploying Push Notifications for Cisco Jabber on iPhone and iPad』を参照し
てください。 

前提条件 

 Expressway がすでに Jabber for iPhone と iPad 用の Mobile & Remote Access を提供している。 

 転送プロキシ サービスは、Expressway（Unified CM ソフトウェアでサポートされている場合）またはサードパーティの
プロキシを使用する Unified CM で設定されます。 

 次の製品バージョン（またはそれ以降）がインストールされている。 

 Expressway X8.10 

 Cisco Jabber for iPhone および iPad iOS 11.9 

 Cisco Unified Communications Manager 11.5(SU3) 
 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 11.5(SU3) 
 Cisco Unity Connection 11.5(SU3) 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/11_5_1/SU3/cucm_b_push-notifications-deployment-1151su3.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/rel_notes/11_5_1/SU3/cucm_b_push-notifications-deployment-1151su3.html
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APN を使用するプロセス 

1. Expressway で OAuth トークンの検証を設定します。「MRA アクセス制御の設定（94 ページ）」を参照してください。 

2. Unified CM は、シスコのクラウド サービスへの HTTPS 接続を確立できる必要があります。そのためには、iOS デバイ
スからの外部要求の要件に応じて、転送プロキシ サーバを使用するように Unified CM を設定することが必要になる場合
があります。必要に応じて、転送プロキシはサードパーティのサーバ、または Unified CM ソフトウェアでサポートされ
ている場合は、Expressway の組み込み転送プロキシ サービスにすることができます。 

Expressway 転送プロキシを有効にするには (Unified CM がサポートしている場合のみ)、次の手順を実行します。 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [転送プ
ロキシ (Forward proxy)] を選択します。 

2. [転送プロキシ有効 (Forward proxy enabled)] を検索して、[オン (On)] を選択します。 

3. Expressway-E でも同じことをします。 

ユニファイド コミュニケーション サービスのステータスの確認 

Expressway-C と Expressway-E の両方で、ユニファイド コミュニケーション サービスのステータスを確認できます。 

1. [ステータス (Status)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択します。 

2. ドメイン、ゾーン、（Expressway-C のみ）Unified CM および IM&P サーバの状態を確認します。 

設定エラーが存在する場合、その設定ページを表示するリンクが表示されます。 

Mobile & Remote Access ポートのリファレンス 

ここでは、内部ネットワーク（Expressway-C が配置されている）と DMZ（Expressway-E が配置されている）間、および 
DMZ とパブリック インターネット間のファイアウォールで使用できる可能性のあるポートの概要を示します。 

Expressway-C（プライベート）から Expressway-E (DMZ) への発信 

目的 プロト
コル 

Expressway-C
（送信元） 

Expressway-E（リスニング） 

XMPP (IM and Presence)  [TCP] 一時ポート 7400

SSH（HTTP/S トンネル） [TCP] 一時ポート 2222

トラバーサル ゾーン SIP シグナリ
ング 

TLS 25000 ～ 29999 7001

トラバーサル ゾーン SIP メディア 

（X8.1 以降での小規模/中規模シス
テム用） 

UDP 36000 ～ 59999* 36000 (RTP)、36001 (RTCP)（デフォルト） 

トラバーサル ゾーン SIP メディア 

（大規模システム用） 

UDP 36000 ～ 59999* 

 

36000 ～ 36011（6 ペアの多重化メディア トラバーサル用 
RTP および RTCP ポート） 
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Expressway-E (DMZ) からパブリック インターネットへのアウトバウンド 

目的 プロトコル Expressway-E（送信元） インターネットのエンドポイント（リスニング）
SIP メディア UDP 36002 ～ 59999 または  

36012 ～ 59999 

>= 1024

SIP シグナリング TLS 25000 ～ 29999 >= 1024

 

パブリック インターネットから Expressway-E (DMZ) へのインバウンド 

目的 プロト
コル 

インターネットのエン
ドポイント（送信元） 

Expressway-E（リス
ニング） 

XMPP (IM and Presence) [TCP] >= 1024 5222 
HTTP プロキシ (UDS) [TCP] >= 1024 8443

メディア UDP >= 1024 36002 ～ 59999 ま
たは 

36012 ～ 59999* 
SIP シグナリング TLS >= 1024 5061

HTTPS（外部管理アクセスにのみ必要、非推奨） [TCP] >= 1024 443 

 

Expressway-C から社内インフラストラクチャとエンドポイントへ 

目的 プロト
コル 

Expressway-C（送
信元） 

内部デバイスのポート/範囲 

XMPP (IM and Presence)  [TCP] 一時ポート 7400 (IM and Presence)  

HTTP プロキシ (UDS)  [TCP] 一時ポート 8443 (Unified CM) 

HTTP プロキシ (SOAP)  [TCP] 一時ポート 8443 (IM and Presence)  

HTTP/HTTPS（コンフィギュレーション 
ファイル取得） 

[TCP] 一時ポート (Unified CM) HTTP 6970 

または Cisco Jabber 11.x 以降で Unified CM 11.x 以降
が使用されている場合は、HTTPS 6972 

CUC（ボイス メール） [TCP] 一時ポート 443 (Unity Connection) 

Unity Connection からのメッセージ待機
インジケータ (MWI)  

[TCP] 一時ポート 7080 (Unity Connection)  

メディア UDP 36000 ～ 59999* >= 1024（メディア受信者、エンドポイントなど) 
SIP シグナリング [TCP] 25000 ～ 29999 5060 (Unified CM) 

セキュア SIP シグナリング TLS 25000 ～ 29999 5061 (Unified CM) 
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* 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)]）。特定のポート ペアを設定しない場合（[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured 
demultiplexing ports)] が [いいえ (No)]）、Expressway-E はメディア トラバーサル ポート範囲の最初のポート ペア（デフォルト
では 36000 と 36001）でリッスンします。注：[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured demultiplexing ports)] 設定の
変更を有効にするには、システムの再起動が必要です。 

次の点に注意してください。 

 ポート 8191/8192 TCP および 8883/8884 TCP は、Expressway-C、Expressway-E アプリケーションで内部的に使用
されます。このため、これらのポートは、他の目的で割り当てることはできません。Expressway-E はポート 8883 で外
部的にリッスンするため、そのポートに TCP トラフィックをドロップする外部 LAN インターフェイスにカスタム ファイ
アウォール ルールを作成することを推奨します。 

 Expressway-E は SSH トンネル トラフィックをポート 2222 でリッスンします。このようなトラフィックの唯一の正当
な送信者は Expressway-C（クラスタ）です。このため、SSH トンネル サービスの次のファイアウォール ルールを作成
することを推奨します。 

 Expressway-C のピア アドレスすべてを許可する 1 つ以上のルール（必要に応じて、内部 LAN インターフェイス経由） 

 次に、SSH トンネル サービスのすべてのトラフィックをドロップするプライオリティの低い（数値が高い）ルール（必
要に応じて、内部 LAN インターフェイス上、またその場合に、外部インターフェイスですべてのトラフィックをドロッ
プする別のルール） 

外部 XMPP フェデレーション 

ここでは、外部 XMPP フェデレーション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。 

XMPP フェデレーション用の Expressway の導入 

外部 XMPP フェデレーションでは、Unified CM IM & Presence 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 
Expressway-E を介して通信できるようにします。 

次の図は、XMPP メッセージが Expressway-C、Expressway-E のコラボレーション エッジ ソリューションを介してオンプレミ
ス IM & Presence サーバからフェデレーテッド XMPP サーバへどのように経路指定されているかを示します。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ます。 
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次の点に注意してください。 

 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、SIP フェデレーションを（未
定義変数：call_control.IM&PLong）と Expressway の外部 XMPP フェデレーションに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は、（未定義変数：call_control.IM&PLong）上で 
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。 

Expressway 設定ガイド ページの『Cisco Unified Communications XMPP Federation using IM and Presence Service or 
Expressway』を参照してください。 

サポートされるシステム 

 Expressway-E は、以下で 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（未定義変数：call_control.IM&PLong）9.1.1 以降。 

 Cisco Jabber 9.7 以降。 

 Cisco Webex Connect Release 6.x。 

 その他の XMPP 標準準拠サーバ。 

前提条件  

外部 XMPP フェデレーション用に Expressway システムを設定する前に、次を実行する必要があります。 

 次のソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。 

 Expressway X8.2 以降。 

 Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）9.1.1 以降。 

注：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できます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 ドメイン間 XMPP フェデレーションが Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）で無効になっていることを次
のように確認します。 

[Cisco Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）の管理 (Cisco Unified CM (Undefined variable: 
call_control.IM&PLong) 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。 

 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取る必要があります。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いる場合は、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。 
 

注：この制限は、フェデレーションが Expressway-E で処理されている場合でも、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（未定義変数：call_control.IM&PLong）を設
定できます。 
 

次のように、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、
ユーザの Jabber ID をユーザの電子メール アドレスに類似したものに設定することが可能です。 

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 Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）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。 

 Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）によって管理される内部フェデレーションと 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は、Unified CM
（未定義変数：call_control.IM&PLong）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（Cisco Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）で管理）。 

 Cisco Unified CM（未定義変数：call_control.IM&PLong）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。 

詳細については、『Interdomain Federation on IM and Presence Service for Cisco Unified Communications 
Manager』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/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/en/us/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
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 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代替名のリストに、（未定義変数：call_control.IM&PLong）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（未定義変数：call_control.IM&PLong）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 に CSR を生成する場合は、Expressway-C の対応する 
[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 アンド ペーストすることをお勧めしま
す。詳細については、「ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件（77 ページ）」を参照してください。 

外部 XMPP フェデレーション用のシステムの設定については、以下を参照してください。 

 外部 XMPP フェデレーション用の Expressway の設定（118 ページ） 

 XMPP フェデレーション用の DNS SRV レコード（124 ページ） 

 XMPP フェデレーション用のポート使用状況（125 ページ） 

 XMPP フェデレーションのステータスの確認（126 ページ） 

 外部 XMPP フェデレーションのトラブルシューティング（127 ページ） 

外部 XMPP フェデレーション用の Expressway の設定 

ここでは、外部 XMPP フェデレーション用の Expressway の設定に必要な手順を示します。 

前提条件 

次のソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。 

 Expressway X8.2 以降。この文書では X8.10 を想定しています 

 Unified CM IM & Presence 10.x 以降 

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できます。 

外部 XMPP フェデレーション用に Expressway システムを設定する前に、次を実行する必要があります。 

 ドメイン間 XMPP フェデレーションが Unified CM IM and Presence で無効になっていることを次のように確認します。 

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence 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。 

Expressway で XMPP フェデレーションを有効にする前に、Unified CM IM&P でドメイン間フェデレーションを無効にす
る必要があります。 

 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 Mobile & Remote 
Access 用に設定されています。XMPP フェデレーションのみが必要（Unified CM へのビデオ コールとリモート登録は
不要）な場合、次の項目は設定する必要はありません。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ユニファイド コミュニケーション 

 

119 

 ドメイン（Unified CM 上での SIP 登録とプロビジョニング SIP または Unified CM上で IM and Presence サービスを
サポートする） 

 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 

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（Unified CM IM&P に直接接続）とオフプレミス 
クライアント（Mobile & Remote Access を介して Unified CM IM&P に接続）の両方で使用できます。 

 TLS とグループ チャットの両方を使用する場合は、Expressway-C と Expressway-E のサーバ証明書をサブジェクト代
替名のリストに XMPPAddress 形式か DNS 形式を使用して含める必要があります。これは、IM&P サーバで設定されて
いるチャット ノード エイリアスです。Expressway-C は、一連の IM&P 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 上の同等の [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。 

詳細については、「ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件（77 ページ）」を参照してください。 

Expressway-C での XMPP フェデレーション用のローカル ドメインの設定 

XMPP フェデレーテッド サービスを提供するローカル ドメイン名を設定する必要があります。 

1. Expressway-C で、[設定 (Configuration)] > [ドメイン (Domains)] を選択します。 

2. [新規 (New)] をクリックします（または、必要なドメインがすでに存在する場合は、[表示/編集 (View/Edit)] をクリック
します）。 

3. フェデレーション対象のローカル ドメイン名を入力します。 

4. [XMPP フェデレーション (XMPP federation)] を [オン (On)] に設定します。 

5. [保存 (Save)] をクリックします。 

6. フェデレーションを必要とする他のローカル ドメインで手順を繰り返します。 

（注） 

 単一の Expressway クラスタでは、同じプレゼンス ドメインを使用して複数の IM and Presence Service クラスタをサ
ポートできます。 

 複数の Expressway クラスタとの複数の IM and Presence Service クラスタの XMPP フェデレーションはサポートされ
ません。 

 それぞれの IM and Presence Service クラスタを、Expressway-C で検出する必要があります。 
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XMPP フェデレーション用の Expressway-E の設定 

XMPP フェデレーションの設定変更は「平常時間外」に行うことを推奨します。XMPP フェデレーションを有効にすると、クラ
スタ内のすべての Expressway-E システムで XCP ルータが再起動します。これにより、既存のモバイル アクセスおよびリモー
ト アクセスの IM&P クライアント セッションが一時的に中断されます。クライアントの数によっては、クライアントを完全に再
接続するのに数分かかる場合があります（詳細については、「ライブ システムへの設定変更の影響（129 ページ）」を参照して
ください）。 

1. Expressway-E で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択し
ます。 

2. [XMPP フェデレーション サポート (XMPP federation support)] を [オン (On)] に設定します。 

この変更を適用すると、IM&P サーバで XCP ルータの再起動が必要になる場合があります。このページの他の設定では再
起動が必要ありません。 

3. 下の表の説明に従って、残りのフィールドを設定します。 

 
4. [保存 (Save)] をクリックします。 

変更が適用されます。[XMPP フェデレーション サポート (XMPP federation support)] を切り替える場合、Expressway-
C の XCP ルータを再起動することを確認する必要があります。 

また、関連付けられた Expressway-C に接続されている Unified CM IM&P XCP ルータ サービスを再起動する必要もあ
ります。 

5. 各 IM and Presence サーバにログオンして、XCP ルータを再起動する必要があることを示す通知を確認します。再起動
する必要がある場合は、次の手順を実行します。 

1. [Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] で、[ツール 
(Tool)] > [コントロール センタのネットワーク サービス (Control Center - Network Services)] に移動します。 

2. [IM and Presence サービス (IM and Presence Services)] セクションまでスクロールして、[Cisco XCP Router] を選択
します。 

3. [再起動 (Restart)] をクリックします。 

これにより、IM and Presence サービスのすべての XCP サービスが再起動します。 

サービスの再起動には数分かかる場合があります。 

4. それぞれの IM and Presence サーバで手順を繰り返します。 

CLI オプション（Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムを介してアクセス）の utils service を使
用してサービスを再起動することもできます。 
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表 11： XMPP フェデレーションの設定 

スタティック ルートを使
用する (Use static routes) 

DNS ルックアップではなく、スタティック ルートのコントロール リストを使用してフェデレーテッ
ド XMPP ドメインおよびチャット ノード エイリアスを検索するかどうかを示します。 

後出の「フェデレーテッド ドメインとチャット ノード エイリアス用の XMPP サーバの検索方法の
設定（122 ページ）」を参照してください。 

ダイヤルバック シーク
レット (Dialback secret)  

フェデレーテッド XMPP サーバでの ID 検証に使用するダイヤルバック シークレットを入力します。
同じ導入環境に複数の Expressway-E システムがある場合は、それらをすべて同じダイヤルバック 
シークレットで設定する必要があります。 

サーバ ダイヤルバックの詳細については、http://xmpp.org/extensions/xep-0220.html を参照して
ください。 

セキュリティ モード 
(Security mode)  

フェデレーテッド XMPP サーバに対する TLS 接続が必須か、望ましいか、または必須でないかを示
します。 

[TLS（必須）(TLS required)]：外部ドメインとのセキュア（暗号化）接続が保証されます。 

[TLS（オプション）(TLS optional)]：システムは外部ドメインとの TLS 接続を確立しようとしま
す。TLS 接続の確立に失敗すると、TCP に戻ります。 

[TLS なし (No TLS)]：システムは外部ドメインとの TLS 接続を確立しません。暗号化されていない
接続を使用して、外部ドメインとフェデレーションします。 

いずれの場合も、外部サーバの ID を検証するために、サーバ ダイヤルバックが使用されます。外部
サーバは、サーバ ダイヤルバックを使用するように設定する必要があります。SASL External は、
ローカル サーバでサポートされる設定ではないことに注意してください。SASL を使用するように外
部サーバを設定できますが、SASL 交換は、ローカル サーバではサポートされません。 

デフォルトおよび推奨設定は、[TLS（必須）(TLS required)] です。 

クライアント側のセキュリ
ティ証明書が必要 
(Require client-side 
security certificates)  

外部クライアントによって提供される証明書を 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と照合して検証するかどうかを制御します。 

この設定は、[セキュリティ モード (Security mode)] が [TLS なし (No TLS)] に設定されている場合
は適用されません。 

この設定に関係なく、フェデレーテッド ドメイン名およびチャット ノード エイリアスが、証明書の
サブジェクト名の代替名に存在している必要があることに注意してください。 

http://xmpp.org/extensions/xep-0220.html
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プライバシー モード 
(Privacy Mode)  

制限がフェデレーテッド ドメイン名およびチャット ノード エイリアスのセットに適用されるかどう
かを制御します。 

[オフ (Off)]：制限は適用されません。 

[許可リスト (Allow list)]：フェデレーションは、許可リストで指定されているドメインおよびチャッ
ト ノード エイリアスの場合のみ許可されます。 

[拒否リスト (Deny list)]：フェデレーションは、拒否リストで指定されていない限りドメインまたは
チャット ノード エイリアスで許可されます。 

スタティック ルートとして設定されたドメインまたはチャット ノード エイリアスは、自動的に許可
リストに含まれることに注意してください。 

デフォルトは [許可リスト (Allow list)] です。 

「フェデレーテッド ドメインとチャット ノード エイリアスの許可および拒否リストの設定
（123 ページ）」を参照してください。 

 

フェデレーテッド ドメインとチャット ノード エイリアス用の XMPP サーバの検索方法の設定 

DNS ルックアップを使用してフェデレーテッド ドメインおよびチャット ノード エイリアス用の XMPP サーバを検索するか、ま
たは特定の XMPP サーバのアドレスを設定できます。 

DNS ルックアップを使用するには、次の手順を実行します。 

1. Expressway-E で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択し
ます。 

2. [スタティック ルートを使用する (Use static routes)] を [オフ (Off)] に設定します。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

注：すべての XMPP フェデレーテッド パートナーは、「XMPP フェデレーション用 DNS SRV レコード（124 ページ）」の説
明に従って、その XMPP サーバのアドレスを DNS で公開する必要があります。 

スタティック ルートを使用するには、次の手順を実行します。 

1. フェデレーション対象のパートナーに連絡して、チャット ノード エイリアスのリストを取得してください。 

2. Expressway-E で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択し
ます。 

3. [スタティック ルートを使用する (Use static routes)] を [オン (On)] に設定して、[保存 (Save)] をクリックします。 

4. [フェデレーテッド XMPP ドメインのスタティック ルートを設定する (Configure static routes for federated XMPP 
domains)] をクリックします。 
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5. [フェデレーテッド スタティック ルート (Federated static routes)] ページで、[新規 (New)] をクリックします。 

6. スタティック ルートの詳細を入力します。 

 
ドメイン 
(Domain)  

フェデレーテッド XMPP ドメインまたはチャット ノード エイリアス 

アドレス 
(Address)  

このフェデレーション ドメインまたはチャット ノード エイリアス用の XMPP サーバの IP アドレスまたは完
全修飾ドメイン名 (FQDN)  

 

7. [保存 (Save)] をクリックします。 

8. 必要に応じてスタティック ルートを追加します。 

同じドメインまたはチャット ノード エイリアスに対応する代替アドレスに追加ルートを指定できます（すべてのルート
の優先度は同じです）。 

（注） 

 フェデレーテッド ドメインまたはチャット ノード エイリアス用に定義されたスタティック ルートがない場合は、代わり
に DNS が使用されます。 

 スタティック ルートがフェデレーテッド ドメインまたはチャット ノード エイリアスに対して定義されているが、これら
のルートでリモート システムに接続できない場合、システムは、DNS にフォールバックしません。 

 [プライバシー モード (Privacy mode)] が [許可リスト (Allow list)] に設定され、[スタティック ルートを使用する (Use 
static routes)] が [オン (On)] に設定されていると、スタティック ルートとして設定されたドメイン（またはチャット 
ノード エイリアス）が許可リストに自動的に含められます。 

フェデレーテッド ドメインとチャット ノード エイリアスの許可および拒否リストの設定 

許可および拒否リストを使用して、フェデレーテッド ドメインとチャット ノード エイリアスのセットに対する制限を制御しま
す。[プライバシー モード (Privacy mode)] が [許可リスト (Allow list)] または [拒否リスト (Deny list)] に設定されている場合
は、フェデレーテッド接続を許可または拒否するドメインおよびチャット ノード エイリアスを追加する必要があります。 

この機能はドメインまたはチャット ノード エイリアスのレベルで制限を管理します。個々のユーザ ベースのプライバシーは各
クライアント/エンド ユーザによって制御されます。 

許可リストおよび拒否リストのモードは相互に排他的です。ドメイン/エイリアスを同時に許可または拒否することはできません。 

フェデレーションを初めて有効にすると、デフォルトにより [プライバシー モード (Privacy mode)] が [許可リスト (Allow list)] 
に設定されます。これによりシステムが実質的に「ロックダウン」モードになります。許可リストに追加するか、スタティック 
ルートを設定するか、[プライバシー モード (Privacy mode)] 設定を変更するまで、フェデレーテッド ドメインまたはチャット 
ノード エイリアスに接続することはできません。 

1. Expressway-E で、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択し
ます。 

2. 次のように、必要に応じて [プライバシー モード (Privacy mode)] を設定します。 
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 [オフ (Off)]：制限は適用されません。 

 [許可リスト (Allow list)]：フェデレーションは、許可リストで指定されているドメインおよびチャット ノード エイリア
スの場合のみ許可されます。 

 [拒否リスト (Deny list)]：フェデレーションは、拒否リストで指定されていない限りドメインまたはチャット ノード エ
イリアスで許可されます。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

4. 許可リストまたは拒否リストでドメインおよびチャット ノード エイリアスを管理するには、必要に応じて、[フェデレー
ション許可リスト (Federation allow list)] または [フェデレーション拒否リスト (Federation deny list)] をクリックします。 

表示されたページで、許可リストまたは拒否リスト内の項目を追加、変更、削除できます。ワイルドカードまたは正規表
現は名前に使用できません。完全に一致する必要があります。 

スタティック ルートとして設定されたドメインおよびチャット ノード エイリアスは、すべて自動的に許可リストに含まれます。 

XMPP フェデレーション用 DNS SRV レコード 

フェデレーション パーティが、フェデレーテッド XMPP サービスへのアクセスにスタティック ルートを使用しない場合は、適
切な DNS SRV レコードを公開する必要があります。 

_xmpp-server レコード 

リモート エンタープライズがフェデレーテッド XMPP サービスにアクセスできるように、ローカル ドメインの DNS で、
_xmpp-server DNS SRV レコードを公開する必要があります。次に例を示します。 

ドメイン サービス プロトコル [プライオリティ (Priority)] Weight [ポート (Port)] ターゲット ホスト 
example.com xmpp-server tcp [0] [0] 5269 vcse.example.com
 

同様に、特定の XMPP フェデレーテッド ドメインの検出をフェデレーション パーティが行えるようにするには（スタティック 
ルートを使用していない場合）、フェデレーテッド エンタープライズが、パブリック DNS サーバで _xmpp-server DNS SRV レ
コードを公開する必要があります。次に例を示します。 

ドメイン サービス プロトコル [プライオリティ (Priority)] Weight [ポート (Port)] ターゲット ホスト 
federated.com xmpp-server tcp [0] [0] 5269 xmppserver.federated.com
 

すべてのエンタープライズはポート 5269 でサービスを公開する必要があります。また、公開された FQDN は、DNS で IP アド
レスに解決可能である必要があります。 
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グループ チャット 

XMPP フェデレーション導入環境内の Unified CM IM&P サーバで、グループ チャット機能を設定する場合は、フェデレーテッ
ド チャット ノード エイリアス用の DNS SRV レコードを公開する必要があります。 

IM and Presence Service で、特定の XMPP フェデレーテッド チャット ノード エイリアスの検出を行えるようにするには、
フェデレーテッド エンタープライズが、パブリック DNS サーバで _xmpp-server DNS SRV レコードを公開する必要がありま
す。同様に、IM and Presence Service で、ドメイン用に同じ DNS SRV レコードを DNS で公開する必要があります。次に例を
示します。 

ドメイン サービス プロトコル [プライオリティ (Priority)] Weight [ポート (Port)] ターゲット ホスト 
chatroom1.example.com xmpp-server tcp [0] [0] 5269 vcse.example.com
 

両方のエンタープライズはポート 5269 でサービスを公開する必要があります。公開された FQDN は、DNS で IP アドレスに解
決できる必要があります。 

または、フェデレーテッド サーバでグループ チャット エイリアスを使用するために、Expressway-E で、各チャット ノード エ
イリアスに対してスタティック ルートを設定できます（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified 
Communications)] > [フェデレーテッド スタティック ルート (Federated static routes)]）。 

次の点に注意してください。 

 チャット ノード エイリアスは、[Unified CM IM&P の管理 (Unified CM IM&P Administration)] で設定します（[メッセー
ジング (Messaging)] > [グループ チャット サーバ エイリアス マッピング (Group Chat Server Alias Mapping)]）。 

 内部ユーザはチャット ノードを検出するために DNS を使用する必要はありません。ローカル IM&P サーバからチャット 
ルームの詳細を取得します。 

 TLS を介してグループ チャットを使用する場合は、Expressway-C および Expressway-E サーバ証明書でそのサブジェ
クト代替名のリスト（XMPPAddress または DNS 形式を使用）に IM and Presence Service サーバで設定されたすべて
のチャット ノード エイリアスが必ず含まれている必要があります。 

ポイントツーポイント インスタント メッセージングおよびグループ チャットの詳細については、「IM and Presence Service で
のチャットの設定」を参照してください。 

XMPP フェデレーション向けのポート使用状況 

ここでは、XMPP フェデレーション用に開く必要があるファイアウォール ポートの概要を説明します。 

Expressway-C（プライベート）から Expressway-E (DMZ) への発信 

目的 プロトコル Expressway-C（送信元） Expressway-E（リスニング） 
XMPP [TCP] 一時ポート 7400

 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/deployment/9_1_1/CUP0_BK_D5B4C107_00_deployment-guide-for-imp-91/CUP0_BK_D5B4C107_00_deployment-guide-for-imp-91_chapter_01001.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/deployment/9_1_1/CUP0_BK_D5B4C107_00_deployment-guide-for-imp-91/CUP0_BK_D5B4C107_00_deployment-guide-for-imp-91_chapter_01001.html
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Expressway-E (DMZ) からパブリック インターネットへのアウトバウンド 

目的 プロトコル Expressway-E（送信元） フェデレーテッド XMPP サーバ（リスニング） 
XMPP [TCP] 一時ポート 5269

 

パブリック インターネットから Expressway-E (DMZ) へのインバウンド 

目的 プロトコル フェデレーテッド XMPP サーバ（送信元） Expressway-E（リスニング） 
XMPP [TCP] 一時ポート 5269

 

Expressway-C から IM and Presence サーバへ 

目的 プロトコル Expressway-C（送信元） IM and Presence サーバ（リスニング） 
XMPP [TCP] 一時ポート 7400

 

XMPP フェデレーションのステータスの確認 

XMPP フェデレーションのステータス情報は、Expressway-E のみで使用できます。 

[ステータス (Status)] > [Unified Communications] に移動して、XMPP フェデレーション サービスのプライマリ ステータスを確
認できます。通常、[XMPP フェデレーション (XMPP Federation)] は、[アクティブ (Active)] である必要があります。 

Expressway-C で、サービスに接続などの問題があると、ステータスが [非アクティブ (Inactive)] として表示されます。この場
合、問題の原因を確認するための詳細なガイダンスについては、関連の Expressway-C 上でユニファイド コミュニケーションの
ステータス ページも確認する必要があります。 

フェデレーテッド接続の表示 

Expressway-E によって管理されている現在のフェデレーテッド接続を表示するには、次の手順を実行します。 

1. Expressway-E で、[ステータス (Status)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] を選択します。 

2. [詳細ステータス情報 (Advanced status information)] セクションで、[フェデレーテッド接続を表示する (View federated 
connections)] をクリックします。 

これにより、Expressway-E を通る現在のすべての接続が表示されます。 

クライアントの IP アドレスおよび通信の方向（着信または発信）が表示されます。 

接続は非アクティブになって 10 分後に閉じます。 

クラスタ化されたシステムでは次の点に注意してください。 

 集約ビューは表示されません。現在のピアを通じてルーティングされた接続だけが表示されます。 

 双方向接続では、インバウンド通信およびアウトバウンド通信が異なるピアによって管理される可能性があります。 
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外部 XMPP フェデレーションのトラブルシューティング 

ここでは、外部 XMPP フェデレーション導入環境のトラブルシューティングの方法と、ライブ システムへの設定変更の影響につ
いて説明します。 

システムの基本ステータスのチェック 

XMPP フェデレーション ステータス サービスの問題が発生した場合は、Expressway-C と Expressway-E の両方で、[ステータ
ス (Status)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] ページを確認する必要があります。 

このページでは基本的な接続または設定上の問題がハイライトされ、問題の解決に役立つ情報やリンクが提供されます。 

全般設定チェックリスト 

次の Expressway の設定項目が正しく指定されていることを確認してください。 

 ポート 5269 が DMZ のインターネットと Expressway-E 間の両方向で開いている。 

 DNS 設定：ホスト名、ドメイン名、デフォルト DNS サーバ（[システム (System)] > [DNS]）。 

 アクセス可能な NTP サーバ（[システム (System)] > [時間 (Time)]）。 

 Expressway-C および関連の Expressway-E 上のアクティブなユニファイド コミュニケーション トラバーサル ゾーン
（[ステータス (Status)] > [ゾーン (Zones)]）。 

 [Unified Communications モード (Unified Communications mode)] が Expressway-C と Expressway-E の両方で 
[Mobile & Remote Access] に設定されている（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified 
Communications)] > [設定 (Configuration)]）。 

 [XMPP フェデレーション サポート (XMPP federation support)] が Cisco Expressway-E で [オン (On)] に設定されてい
る（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)]）。 

 スタティック ルートが有効な場合は、フェデレーテッド XMPP ドメインの適切なルートが Expressway-E に追加されて
いることを確認します（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [フェ
デレーテッド スタティック ルート (Federated static routes)]）。 

 少なくとも 1 つのドメインが [XMPP フェデレーション (XMPP federation)] が [オン (On)] の状態で Expressway-C に設
定されている（[設定 (Configuration)] > [ドメイン (Domains)]）。 

 IM &Presence サーバが Expressway-Cand で検出され、アクティブ ステータスになっている（[設定 (Configuration)] > 
[ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [IM and Presence サーバ (IM and Presence 
servers)]）。 

検出、接続、ファイアウォールの問題 

 DNS ルックアップを使用する場合は、すべてのフェデレーテッド パーティのドメインおよびチャット ノード エイリアス
に対して、_xmpp-server パブリック DNS レコードが存在するとともに、ポート 5269 が使用されていることを確認し
ます。 

 ポート 5269 が DMZ のインターネットと Expressway-E 間の両方向で開いていることを確認します。 
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 Expressway-C が Expressway-E リモート ホスト上の XCP に接続できない場合： 

 ファイアウォールでポート 7400 がブロックされていないことを確認します。 

 Expressway-E でデュアル ネットワーク インターフェイスが動作している場合は、Expressway-C 上のトラバーサル 
ゾーンが Expressway-E 上の内向きのインターフェイスに接続されていることを確認します。 

 インバウンド接続およびアウトバウンド接続は異なるクラスタ ピアを通じてルーティングできることに注意してください。 

 IM and Presence Service ノードのアドレスが変更された場合、または新しいピアが IM and Presence Service クラスタ
に追加された場合は、[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [IM and 
Presence Service] ノードに移動して、[サーバの更新 (Refresh Servers)] をクリックします。次に、更新した設定を保存
する必要があります。 

証明書とセキュア TLS 接続 

セキュアな TLS 接続を設定している場合は、次のことを確認してください。 

 有効なサーバ証明書がインストールされていて、日付が有効であり、失効していない。 

 リモートとローカルの両方のサーバ証明書で、サブジェクト名の代替名 (SAN) に有効なドメインが含まれている必要があ
ります。これは、[クライアント側のセキュリティ証明書が必要 (Require client-side security certificates)] が無効な場合
も適用されます。 

 [クライアント側のセキュリティ証明書が必要 (Require client-side security certificates)] が有効な場合は、サーバ証明書
が CA によって署名され、ローカルに署名されていないことを確認します。 

 認証局 (CA) の証明書がインストールされている。 

 TLS を介してグループ チャットを使用する場合は、Expressway-C および Expressway-E サーバ証明書でそのサブジェ
クト名代替名のリスト（XMPPAddress または DNS 形式を使用）に IM and Presence Service サーバで設定されたすべ
てのチャット ノード エイリアスが必ず含まれている必要があります。 

 互換性のあるセキュリティ設定（[TLS（必須）(TLS Required)]、[TLS（オプション）(TLS Optional)]、[TLS なし (No 
TLS)]）が元のシステムとリモート フェデレーテッド システムに存在していることを確認します。 

詳細については、「ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件（77 ページ）」を参照してください。 

イベント ログのチェック 

XMPP イベントの場合は、イベント ログを Expressway-E 上で確認します。 

XMPP フェデレーションに関連するイベントには、Module="XMPPFederation" というタグが付いています。Expressway-C で
は、XMPP 関連のログはありません。 

診断ログの実行 

診断ログを実行しているときに（[メンテナンス (Maintenance)] > [診断 (Diagnostics)] > [診断ログ (Diagnostic logging)]）、
develop.xcp.federation サポート ログをデバッグ レベルに設定します（[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)]）。 
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Unified CM IM&P でのドメイン間 XMPP フェデレーションの無効化  

IM and Presence Service または Expressway 上で、ドメイン間 XMPP フェデレーションを有効にするかどうかを選択する必要
があります。 

IM and Presence Service で、ドメイン間フェデレーションを無効にするには、次に示す順序どおりに手順を実行します。 

1. IM&P サーバでドメイン間フェデレーションを無効にします。 

1. [Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence 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)] に移動します。 

2. [XMPP フェデレーション ノードのステータス (XMPP Federation Node Status)] を [オフ (Off)] に設定します。 

2. Expressway-C で検出された IM&P サーバのセットを更新します。 

3. Expressway-C に接続されているすべての Unified CM IM&P XCP Router サービスを再起動します。 

ライブ システムへの設定変更の影響 

一般に、XMPP フェデレーションの設定変更は「平常時間外」に行うことを推奨します。ここでは、設定の変更が、XMPP フェ
デレーションを使用している現在のクライアントと、Mobile and Remote Access を使用している Jabber クライアントに与え
る影響について説明します。 

Expressway-C の設定変更 

ドメイン 

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。 

ユニファイド コミュニケーション モード 

[Unified Communications モード (Unified Communications mode)] を [オフ (Off)] または [Jabber ゲスト サービス (Jabber 
Guest services)] に設定すると、Expressway-C と Expressway-E の両方で XCP ルータが停止します。 

 これにより、検出されたすべての IM&P サーバから Expressway-E XMPP の XMPP フェデレーション ノードが削除され
ます。影響を受けたすべての IM&P ノード上の XCP ルータを再起動するために、IM&P 管理インターフェイスに通知が表
示されます。 

 エンドユーザへの影響としては、すべての IM&P セッションが切断されます。つまり、フェデレーションが失われ、
Mobile & Remote Access 上の IM&P セッションが切断されて、IM&P を直接ホームとしているセッションは破棄されま
す。XCP ルータが各 IM&P ノードで再起動されると、そのノード上のすべての XCP 機能が中断されます。 
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検出された IM ＆ Presence サーバ 

IM and Presence パブリッシャを追加または削除するには、XMPP フェデレーションが有効な場合にのみ、そのパブリッシャに
関連付けられたそれぞれの IM and Presence ノード上の XCP ルータを再起動する必要があります。 

 これによって、Expressway-C 上の XCP ルータが再起動します。 

 エンド ユーザへの影響は最小限に抑える必要があります。エンド ユーザは、数秒間 IM and Presence の更新を送受信で
きなくなります。 

Expressway-E の設定変更 

ユニファイド コミュニケーション モード 

[Unified Communications モード (Unified Communications mode)] を [オフ (Off)] または [Jabber ゲスト サービス (Jabber 
Guest services)] に設定すると、Expressway-C と Expressway-E の両方で XCP ルータが停止します。 

 これにより、検出されたすべての IM&P サーバから Expressway-E XMPP の XMPP フェデレーション ノードが削除され
ます。影響を受けたすべての IM&P ノード上の XCP ルータを再起動するために、IM&P 管理インターフェイスに通知が表
示されます。 

 エンドユーザへの影響としては、すべての IM&P セッションが切断されます。つまり、フェデレーションが失われ、
Mobile & Remote Access 上の IM&P セッションが切断されて、IM&P を直接ホームとしているセッションは破棄されま
す。XCP ルータが各 IM&P ノードで再起動されると、そのノード上のすべての XCP 機能が中断されます。 

[ユニファイド コミュニケーション モード (Unified Communications Mode)] を [オン (On)] に戻すと、XMPP フェデレーション 
ノードが再挿入され、IM&P サーバに同じ影響を与えます。 

XMPP フェデレーション サポート 

[XMPP フェデレーション サポート (XMPP federation support)] の設定を変更すると、Expressway-E XCP ルータが再起動され
ます。 

 これにより、検出されたすべての IM & Presence サーバから Expressway-E の XMPP フェデレーション ノードが追加ま
たは削除されます。影響を受けたすべての IM&P ノード上の XCP ルータを再起動するために、IM&P 管理インターフェイ
スに通知が表示されます。 

 エンドユーザへの影響としては、すべての IM&P セッションが切断されます。つまり、フェデレーションが失われ、
Mobile & Remote Access 上の IM&P セッションが切断されて、IM&P を直接ホームとしているセッションは破棄されま
す。XCP ルータが各 IM&P ノードで再起動されると、そのノード上のすべての XCP 機能が中断されます。 

その他の XMPP フェデレーション設定 

スタティック ルート、セキュリティ、プライバシー設定または許可/拒否リストなどの他の XMPP フェデレーション設定を変更
すると、Expressway-E で XMPP Federation Connection Manager サービスの再起動のみが行われます。 

エンド ユーザは、フェデレーションの一時的な中断を認識する可能性があります。Mobile & Remote Access IM&P セッション
は接続されたままになります。 
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サービスの損失後のクライアント再接続時間 

クライアントが XMPP サービスに再接続するのにかかる時間は、IM&P サーバの Cisco Server Recovery Manager サービス パ
ラメータで指定されている再ログイン制限によって異なります。 

実行している IM&P のバージョンについては、「High Availability Client Login Profiles」の項（『Configuration and 
Administration of IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』）を参照してください。 

IM and Presence Service フェデレーションの一時的または部分的な損失 

Expressway を介した IM and Presence Service の XMPP フェデレーションは、フェデレーション サーバへの永続的な TCP 接
続に依存します。グレースフル シャットダウンによってフェデレーテッド サーバが利用できなくなった場合、Expressway はす
ぐにフェデレーテッド サーバ、またはフェデレーテッド パートナーがアドバタイズしている別のサーバとの接続を再確立しよう
とします。 

ただし、フェデレーテッド サーバに障害が突然発生した場合は、Expressway が TCP 接続の停止を検出して再確立を試行するの
に 15 分かかることがあります。この間、IM and Presence Service とフェデレーテッド パートナーとの接続の部分的または全
面的な損失が発生することがあります。 

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。「Expressway マルチテナンシーの概要（469 ページ）」を参照してください。 

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（ケーシングを含む）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。設定に失敗すると、Cisco Jabber 
クライアントが MRA に正常に登録できなくなります。 

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ために、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。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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遅延再起動機能を使用すると、再起動のタイミングを制御できます。設定を一括して変更し、その後に Cisco XCP ルータを 1 度
再起動すれば、すべての変更を一度に適用できます。 

遅延再起動により最新の設定が生成され、マルチテナント Cisco Expressway-E クラスタの各ノードで Cisco XCP ルータの再起
動が実行されます。 

Cisco XCP ルータの再起動が発生すると、すべての顧客のすべての XMPP クライアント（Cisco Jabber など）が数分間オフラ
インになり、その後再接続されます。この影響があるため、シスコでは遅延再起動機能を利用することを推奨しています。 

有効にすると、手動で再起動を実行するか、またはスケジュールベースに設定することができます。どちらのモードでも、いつ
でも再起動を開始できます。システムは再起動が必要な Cisco XCP ルータのインスタンスを判断し、必要に応じて再起動を実行
します。 

再起動をスケジュール設定するように設定すると、スケジュールされた時刻に再起動が行われますが、必要に応じてのみ実行さ
れます。Cisco XCP ルータの再起動は、できる限りオフピーク時に行うことをお勧めします。 

（注） 

 最新の設定上のノードは影響を受けません。このアクションにより、再起動中に遅延ノードを介して接続されたすべての
外部 XCP ベースのユーザが切断されます。 

 再起動後に、すべてのノードに最新の設定が適用されます。 

Cisco XCP ルータの遅延再起動を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [Cisco XCP ルータの遅延再起
動 (Delayed Cisco XCP Router restart)] に移動します。 

2. [設定 (Configuration)] の下で、[Cisco XCP ルータの遅延再起動 (Delayed Cisco XCP Router restart)] を [オン (On)] に
します。 

3. [スケジュール済みの再起動 (Scheduled Restart)] を有効にしない場合は、設定の変更は自動的には発生しないため、[再
起動 (Restart)] ボタンを使用して手動で再起動を開始します。 

再起動をスケジュール設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定 (Configuration)] の下で、[スケジュール済みの再起動 (Scheduled Restart)] を [オン (On)] にして、マルチテナント 
Expressway-E クラスタ内のすべてのノードが毎日更新される時刻を設定します。最新の設定が実行されていないノード
のみが影響を受けます。 

2. [スケジュール済み再起動時刻 (UTC) (Scheduled restart time (UTC))] オプションを使用して、毎日再起動が行われる時
刻を設定します。 

Cisco XCP ルータの再起動が必要な設定変更 

次の領域でシステム設定を変更すると、Cisco XCP ルータの再起動が行われます。 

 XMPP フェデレーション 

 内部/外部イーサネット 
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 ホスト名または IP アドレス 

 DNS 
 NTP 

 オプション キー 

 QoS 

 クラスタリング 

 ゾーン 

 MRA 

 ドメイン (Domains)  

 メンテナンス モード (Maintenance mode)  

 Cisco XCP ルータの遅延再起動 

 ネットワーク経由の Cisco XCP ルータ/XMPP の変更 

 IM and Presence Service へのサーバ間通信 

 上記のいずれかのログ フラグの変更 

『Cisco Unified Communications XMPP Federation』ガイドの「Impact of Configuration Changes on a Live System」の項を
参照してください。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

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。 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X8-7/XMPP-Federation-with-Cisco-Expressway-X8-7-or-IM-and-Presence-Service.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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図 12： 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 Configuration Guides ページにある『Cisco Expressway with Jabber Guest Deployment Guide』。 

 Jabber Guest Installation and Upgrade Guides ページにあるバージョンに応じた『Cisco Jabber Guest Server 
Installation and Configuration Guide』。 

 Jabber Guest Maintain and Operate Guides ページにあるバージョンに応じた『Cisco Jabber Guest Administration 
Guide』。 

 Jabber Guest Release Notes ページにあるバージョンに応じた『Cisco Jabber Guest Release Notes』。 

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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-guest/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-guest/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-guest/products-release-notes-list.html
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Expressway 設定ガイド ページにある『Cisco Expressway Options with Cisco Meeting Server and/or Microsoft 
Infrastructure』。 

http://www.cisco.com/c/en/us/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)] メニューで、それらを有効にする必要があります。 

H.323 について ........................................................................................................................... 136 

H.323 の設定 .............................................................................................................................. 137 

SIP について ............................................................................................................................... 139 

SIP の設定 .................................................................................................................................. 142 

ドメインの設定 ........................................................................................................................... 147 

SIP および H.323 のインターワーキングの設定 ............................................................................ 149 

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。 

また、Expressway は、H.323 と SIP 間のインターワーキングも提供します。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）。 

http://www.cisco.com/
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 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。 

 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 で H.323 設定を指定します。 

次に、設定オプションを示します。 

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。デフォルトは 1719 です。 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

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 ポートデフォルトは 1720 です。

Call signaling 
port range start 
と end 

H.323 コールが確立後に使用する範囲
内の下位ポートを指定します。デフォ
ルトは 15000 です。 

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。 

Time To Live; 存
続可能時間 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
自動検出 (Auto 
discover)  

エンドポイントが送信した 
Gatekeeper Discovery Request
（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 [オン (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が 
Expressway に登録できます。 

発信者 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。これは SIP レジストラとプロキシとして動作します。 

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。 

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）。 
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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
るドメインについての権限がある SIP サーバに REGISTER メッセージを送信します。たとえば、エンドポイントが 
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 というドメインに権限が
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。 

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
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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 
1,000 ～ 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。 

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 (SIP registration resiliency)  

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。 

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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc5626
http://tools.ietf.org/html/rfc3327
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 [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。 

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、[既知のみ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 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 
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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。次に、設定オプションを示します。 

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。 

SIP プロトコル
とポート (SIP 
protocols and 
ports)  

Expressway は UDP、TCP、および TLS トランスポート プ
ロトコルを使用した SIP をサポートしています。[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とポートは次のとおりです。 

 UDP モードは [オフ (Off)]、ポート 5060 

 TCP モードは [オフ (Off)]、ポート 5060 

 TLS モードは [オン (On)]、ポート 5061 

 相互 TLS モードは [オフ (Off)]、ポート 5062 

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 を関与させないよう
にする必要があります。 

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。デフォルトの範囲は 25000 ～ 29999 
です。 

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 ヘッダー
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。 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc4028
http://tools.ietf.org/html/rfc4028
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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。次に、設定オプションを示します。 

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、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。 

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（346 ページ）」を参照してください）。また、
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、失効の送信元に通信できないな
ど、失効ステータスを確立できない場合の
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）。 

[未失効として処理 (Treat as not 
revoked)]：証明書を失効していないとし
て処理します。 

デフォルト：[未失効として処理 (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取れない場合、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。 
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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。次に、設定オプションを示します。 

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によう
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。 

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。 

「登録更新間隔（140 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

SIP 登録プロキ
シ モード 

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、「登録要求のプロキシ経由での送信
（142 ージ）」を参照してください。 
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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。次に、設定オプションを示し 
ます。 

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 

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 (Off)] 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。 

 

SIP 詳細設定 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
SDP 最大サイズ 
(SDP max size)  

Expressway が処理可能な SDP ペイロードの
最大サイズを指定します（バイト単位）。 

デフォルトは 32,768 バイトです。 
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。 

 

ドメインの設定 

[ドメイン (Domains)] ページ（[設定 (Configuration)] > [ドメイン (Domains)]）には、ユニファイド コミュニケーション サービ
スのこの Expressway で管理されるドメインが表示されます。 

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。 
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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 Mobile & Remote Access 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。 

 Expressway での SIP 登録とプロビジョニング：Expressway は、この SIP ドメインに対する権限があります。
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 [オン (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 により提供されます。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 (Off)] 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 (Off)] 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 (Off)] 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。 
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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。 

SIP および H.323 のインターワーキングの設定 

[インターネットワーキング (Interworking)] ページ（[設定 (Configuration)] > [プロトコル (Protocols)] > [インターネットワーキ
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 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。 
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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）。 

 要求がネイバー システムから着信し、[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。発信者がコールを発信するときに
ドメインを指定しなかった場合は、SIP エンドポイントは自動的にそれ自体のドメインをダイヤルする番号の後に追加します。 

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を name@domain の形式のエイリアスで登録することを確認します。 

 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 はサポート
されている唯一の 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 dtmf ユーザ入力間に限ります。
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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 .............................................................................................................................. 151 

許可リストと拒否リストについて ................................................................................................ 155 

外部サービスを使用するための登録ポリシーの設定 ...................................................................... 157 

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 

 Expressway にエイリアスが登録できるかできないかを指定するために許可リストまたは拒否リストのどちらかを使用す
る登録制限ポリシーまたは外部ポリシー サービス 

 サブゾーン メンバーシップ ルールとサブゾーン登録ポリシーの仕様による IP アドレスとサブネット範囲に基づく制約 
事項 

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。 

 [登録競合モード (Registration conflict mode)] と [自動検出 (Auto discover)] の設定 (H.323 登録用)  

 [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（213 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に等しいパターン マッチを使用して、関連付けられた検索ルールがあるネ
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（157 ページ）」を参照してください。 
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エイリアスの登録 

必要な場合に実行したデバイス登録プロセスが完了すると、エンドポイントはそのエイリアスを Expressway に登録しようとし
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 

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。 
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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：コールがダウンします。 

 SIP：デフォルトでは、コールは有効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。 

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。 
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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（152 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 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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

登録制御 

 

156 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
説明 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。オプションは
次のとおりです。 

[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。  
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次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
説明 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。オプションは
次のとおりです。 

[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。 

 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
プロトコル 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コモン ネーム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 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（403 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（623 ペー
ジ）」を参照してください。 
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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 ................................................................................................................. 160 

外部システムによる認証 .............................................................................................................. 166 

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、[Request must be authenticated（要求は認証が必要）] 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。 

http://www.cisco.com/
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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 

 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 Series Configuration Guides ページの「Cisco Expressway External Policy Deployment Guide」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。（ソースが認証されていない場合、そのソー
ス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)]：関連の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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 [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、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。 

H.323 

ポリシー 動作 
クレデンシャルを確
認する 

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 

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。 
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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 
クレデンシャル
を確認する 

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 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、ヘッダーは変更ざれずに渡
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 

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。 

  オン 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、ヘッダーは変更ざれずに渡されます。

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、ヘッダーは変更ざれずに渡
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。 
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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 
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 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、ヘッダーは変更ざれずに渡
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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc3326
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（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。 

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 Deployment Guide』を参照してくだ
さい。 

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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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。 

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)]）。 

ビデオ通信ネットワークについて ................................................................................................ 167 

ダイヤル プランの構築 ................................................................................................................ 168 

ゾーンについて ........................................................................................................................... 169 

メディア暗号化ポリシーの設定 .................................................................................................... 170 

ICE メッセージング サポートの設定 ............................................................................................. 172 

ローカル ゾーンとサブゾーンについて ......................................................................................... 173 

デフォルト ゾーン ....................................................................................................................... 174 

デフォルト ゾーンのアクセス ルールの設定 ................................................................................. 175 

ゾーン リスト ............................................................................................................................. 177 

ビデオ通信ネットワークについて 

最も基本的なビデオ通信ネットワークの実装は、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。ただし、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、インターネットとの間に 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。 

ここでは、ビデオ通信ネットワークのさまざまな部分と、それらの接続方法の概要を示します。この情報により、独自のインフ
ラストラクチャに最適な Expressway を設定できます。 

ネットワーク構成図の例 

次の構成図に、Expressway のさまざまなコンポーネント（サブゾーンやゾーンなど）とそれらの相互関係を示します。
Expressway-C をローカル ゾーンの例として使用して、リンクによってすべてが接続された多数のサブゾーンから構成されてい
ることが示されています。ローカル ゾーンも外部の Expressway およびインターネットと、様々なタイプのゾーンを通じて接続
されています。 

これらのすべてのコンポーネントについては、以降の項で説明します。 

http://www.cisco.com/
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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。 

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。 
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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 の設定は次のとおりです。 

 ネイバー ゾーンとしての各 Expressway 

 [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 (Pattern string)] として
ターゲット Expressway の'プレフィックス（構造化ダイヤル プランと同様）を持つ各ゾーンの検索ルール  

各 Expressway の設定は次のとおりです。 

 ネイバー ゾーンとしてのディレクトリ Expressway 

 [任意のエイリアス (Any alias)] の [モード (Mode)] とディレクトリ Expressway の [ターゲット (Target)] による検索
ルール 

すべての Expressway を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。ただし、デバイス認証を使用しているときは、
Expressway を互いに隣接させる必要がある場合があります。詳細については以下を参照してください。 

また、この場合にディレクトリ 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。 

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 
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 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 ゾーンこのゾーン タイプは Web インターフェイスのみに適用されます。基盤の CLI 設定ではゾーン タイプ
として traversal client と traversal server を使用します。 

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 Mobile & Remote Access 用に設定されている場合、Expressway-C は、それ自体と検出された各 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。 

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。 
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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)]：Expressway によって適用される特定の暗号化ポリシーはありません。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）。 

 暗号化モードが [強制暗号化 (Force encrypted)] または [ベスト エフォート (Best effort)] であることが必要な場合は、
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 (ICE messaging support)] が有効になっているときも呼び出せます。 

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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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。たとえば、一方では [オン (On)] に設定されており、もう一方では [オフ (Off)] に設定されているなどの不一致があると、
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。 

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 (Off)  オン 

  

  

ゾーン B 

オフ 
(Off)  

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 (Media 
encryption 
mode)  

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。 

○ 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。 
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ICE のサ
ポート  

メディア暗号化
モード (Media 
encryption 
mode)  

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 = [オン 
(On)]  

少なくとも 1 つ
のゾーンは、[自
動 (Auto)] ではあ
りません。 

○ 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 タイプが 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 の（大規模システムでは 500 コール）という制限があり
ます。 

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。 

 常に存在するトラバーサル サブゾーン  

 常に存在し、Expressway がクラスタの一部の場合にのみ使用されるクラスタ サブゾーン  
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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（280 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。 

デフォルト ゾーン 

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。デフォルト ゾーンを設定するには、[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。 
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次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
認証ポリシー 
(Authentication 
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
（161 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の設定
（170 ページ）」を参照してください。 

ICE のサポート 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 メッセージング サポートの設
定（172 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 

[オン (On)] は、MTLS (Mutual Transport Layer 
Security) をデフォルト ゾーンを通じた着信接続に適
用します。 

[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] 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 を実行しないようにする必要があります。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。 

 

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 

認識されていないし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、次のことを実行できます。 

 デフォルト 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の着信コールを阻止する  

 デフォルト リンクにパイプを適用して、認識されていないエンドポイントからの着信コールが消費する帯域幅を制御する 

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。 
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表 12： 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 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。 

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。 
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ゾーン リスト 

[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、および削除を行えます。 

リスト内の各ゾーンで、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カラムに表示されます。 

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。 

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す
るには、ローカル Expressway にゾーンを作成する必要があります。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。 

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。 

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。 
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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。これを追加すると、次のことが可能になります。 

 エンドポイントに関するネイバーへの照会 

 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 

次の点に注意してください。 

 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。 

ネイバー ゾーン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 
[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。 
ゾーンの作成後は、[タイプ (Type)] を変更できません。 

ホップ数 (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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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 モジュールに
よって異なります）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 
(Transport)  

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 システムの TLS 証明
書の確認（201 ページ）」を参照してください。 

プロキシ経由の登録
を許可 (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
（170 ージ）」を参照してください。 

ICE のサポート 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 メッセージング サポートの設定
（172 ページ）」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。 

デフォルトは [オン (On)] です。それは、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
予測されるためです。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。 
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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。 

AES GCM のサ
ポート 

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。 

[認証 (Authentication)] セクション： 
認証ポリシー 
(Authentication 
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（161 ページ）」を参照して
ください。 

SIP 認証信頼モード 
(SIP authentication 
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 認証信頼（164 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 
[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)  

ピアを検索する手段を決定します。 

 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。 

サービス レコードを使用する場合、example.com とし
て指定される 4 つの可能なサービス ルックアップがあり
ます。 

 _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） 

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。 

注：DNS サーバによるルックアップを使用する場合は、
ゾーンが SRV レコードによる指定ポートで通信し、ゾーン 
ポートでは通信しないことに注意してください。したがっ
て、DNS による指定ポートをファイアウォールで開いたま
ま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。 

 ネイバーが復元力がある 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 クラスタ間の隣接化
（216 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[詳細設定 (Advanced)] セクション： 
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） 

詳細設定の詳細については、「ゾーンの設定：詳細設定
（195 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 with 
Expressway Deployment Guide』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 サーバにエンドポイントを照会する 

 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 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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（60 ページ）」を参照してください。 

NTP サーバは、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。 

トラバーサル クライアント ゾーン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 
[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。 

ゾーンの作成後は、[タイプ (Type)] を変更できま
せん。 

ホップ数 (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)] 
と [パスワード 
(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 (Username)] と [パスワード 
(Password)] 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 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）のうちのどちらを使用するかを決定します。

詳細については、「ファイアウォール トラバーサ
ル用のポートの設定（65 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。 

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。 

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 
(Transport)  

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 システムの TLS 
証明書の確認（201 ページ）」を参照してくだ
さい。 

プロキシ経由の登録を
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（170 ページ）」を参照してください。 

ICE のサポート 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 メッセージング サポート
の設定（172 ページ）」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。 

デフォルトは [オン (On)] です。それは、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です。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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

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。 

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 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 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 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。 

[認証 (Authentication)] セクション： 
認証ポリシー 
(Authentication 
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（161 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 ddress)  

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 クラスタ間の隣
接化（216 ページ）」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（64 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（60 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 13： 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。 

ゾーンの作成後は、[タイプ (Type)] を変更できま
せん。 

ホップ数 (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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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： 
[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 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）を決定し
ます。 

詳細については、「ファイアウォール トラバーサ
ル用のポートの設定（65 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
べてのコールが同じ 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
各コールが個別のポート 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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 
Communications 
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 [Mobile & 
Remote Access] に設定されているときにのみ適用
されます。 

TLS verify mode と 
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 システムの TLS 証明書
の確認（201 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)  

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
（170 ページ）」を参照してください。 

ICE のサポート 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 メッセージング サポートの
設定（172 ページ）」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。 

デフォルトは [オン (On)] です。それは、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です。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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

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。 

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 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 
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 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。 

[認証 (Authentication)] セクション： 
認証ポリシー 
(Authentication 
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
（161 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（263 ページ）」を参照してください。 

ENUM ゾーン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 
[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。 

ゾーンの作成後は、[タイプ (Type)] を変
更できません。 

ホップ数 
(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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

 

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。エンドポイントのエイリアスのパ
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 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 

DNS ゾーンの設定および使用の詳細については、「URI ダイヤリングについて（255 ページ）」を参照してください。 

DNS ゾーン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 
[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。 
ゾーンの作成後は、[タイプ (Type)] を変更できま
せん。 

ホップ数 (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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
TLS verify mode と 
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 システムの TLS 証明
書の確認（201 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。 

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
（170 ページ）」を参照してください。 

ICE のサポート 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 メッセージング サポート
の設定（172 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。 

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。 

https://www.cisco.com/go/hybrid-services
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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 

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。 

[認証 (Authentication)] セクション 
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、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し、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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。 

詳細設定の詳細については、「ゾーンの設定：詳細
設定（195 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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ゾーンの設定：詳細設定 

次の表で、[カスタム (Custom)] ゾーン プロファイルの高度なゾーン設定オプションについて説明します。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 

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。

○ 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)]）の設定で決定されたとおりに取得されます。 

[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、このネイバーで送
受信するコールに対して常に取得されます。 

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。 

Auto ネイバー 
(Neighbor)  
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設定 説明 デフォルト ゾーン タイプ
 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)]：検索をゾーンに転送せずに自動的に応答します。 

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)]：検索を転送せずに自動的に応答します。 

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  

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、INVITE を送信する前に、事前
に設定された SDP を挿入します。 

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 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 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 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 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 
raversal)  

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)  

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。 

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。 

進む (Forward)  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。 

[オン (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。 

[オフ (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。 

[オン (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 に置き換えて無効に
します。 

[オフ (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)] 
は [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)] を使用） 

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 
Communications 
Manager 

Cisco Unified 
Communications Manager
（8.6.1 以降） 

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)  

○ ○ ○ [いいえ (No)] ○ 

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)  Auto 常に (Always)  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)  オン 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)  オン 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)  

オン オン オン オン オン 

SIP Poison モード 
(SIP poison mode)  

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)  

Auto Auto Auto Auto Auto

SIP REFER モード 
(SIP REFER mode)  

進む (Forward)  進む (Forward)  進む (Forward)  進む (Forward) 進む 
(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) 

SIP UPDATE 削除
モード (SIP UPDATE 
strip mode)  

オフ (Off)  オフ (Off)  オン オフ (Off)  オフ (Off) 

相互接続 SIP 検索戦
略 (Interworking SIP 
Search Strategy)  

オプション オプション オプション オプション オプション 
(Options) 

SIP UDP/BFCP フィ
ルタ モード (SIP 
UDP/BFCP filter 
mode)  

オン オフ (Off)  オフ (Off)  オフ (Off)  オフ (Off) 
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設定 Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Cisco Unified 
Communications Manager
（8.6.1 以降） 

Nortel Communication 
Server 1000 

インフラストラ
クチャ デバイス

デフォルト

SIP UDP/IX フィルタ 
モード (SIP UDP/IX 
filter mode)  

オフ (Off)  オン オン オン オン 

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

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> "com.nortelnetworks. 
firewall" 

<空白> <空白> 

 

Expressway と Unified CM 間での SIP トランクの設定に関する詳細については、『Cisco Unified Communications Manager 
with Expressway Deployment Guide』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 検証モードがイネーブルの場合、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。 

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、「セキュリティについて（341 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。 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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 ........................................................................................................................ 202 

クラスタ内のライセンスの使用状況 ............................................................................................. 204 

クラスタとピアの管理 ................................................................................................................. 206 

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 ....................................................... 217 

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。クラスタを作成したら、クラスタ名を定義し、関連するすべての設定をクラスタ
内の他のピアに複製する 1 つのピアをプライマリとして定義します。クラスタは次の目的で使用されます。 

 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。 

 稀に Expressway にアクセスできなくなった場合（ネットワークの停止や停電などによる）や、メンテナンス モードに
入っている場合（ソフトウェアのアップグレード時など）に冗長性を提供する。 

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。これによって、次に示す例のよ
うに、1 つの大規模な Expressway ローカル ゾーンとしてクラスタは機能できます。 

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。このプライマ
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。この場合、通常、ピアは内
部 DNS サーバに到達できず、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。 

X8.10 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 ページでご使用のバージョンの『Cisco Expressway Cluster 
Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。 

クラスタ内のライセンスの使用状況 

次のタイプのライセンスが、ライセンスがインストールされているピアであるかどうかにかかわらず、クラスタ内のピアで使用
す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 

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。 

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。この 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。クラスタの容量を同じに維
持するには、ピアの問題を解決するか、新しいオプション キーをクラスタ内の別のピアにインストールするかのいずれかを実行
する必要があります。 

各 Expressway システムが使用できるライセンスの最大数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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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表 14： ピアが使用可能な最大ライセンス数 
  小規模/中規模のシ

ステム 
大規模‡ / CE500/ CE1000 / CE1100 シ
ステム 

リッチ メディア セッション 150† 500

ルーム/デスクトップ システムの
登録 

2500 5000（MRA 登録の場合は 2500） 

TURN リレー* 1800 6000

 

‡ X8.10 以降から、大規模システムの拡張性を実現するために 10 Gbps の NIC を必要とする要件が削除されます。1 Gbps の 
NIC を使用する大規模なシステムの容量を、帯域幅制約の対象とすることが可能になりました。 

† これは、システムが使用できるライセンスの最大数です。具体的には、ピアが使用できなくなり、他のピアがそのピアのライ
センスを使用してクラスタ全体のキャパシティの一部を担う場合にこの制限が適用されます。これは実稼働能力を制限するもの
ではなく、影響を受けたピアが通常のサービスに戻れるようにする一時的な対策です。小または中容量のプラットフォームに 
100 を超えるライセンスをインストールしないことを強く推奨します。 

* 大規模システムでは、TURN の総容量である 6000 リレーが 6 つのポートに均一に展開されており、各ポートが処理できるの
は 1000 リレーまでになっています。小/中規模システムには、最大 1800 のリレーを処理する単一の TURN ポートがあります。 

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、登録ライセンスおよび TURN リレー ライセンスの概要
を表示するには、[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)] セクションまでスク
ロール ダウンします。 

クラスタ間コールで使用されるライセンス 

ここでは、同じクラスタの異なるピアにエンドポイントを登録した場合に使用するライセンスについて説明します。 

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。これは、「登録済み」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は B2BUA が実行される Expressway の RMS ライセンスを消費します。 

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 
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導入例 

たとえば、最大 750 の同時発生デスクトップ登録と 250 のリッチ メディア セッションが処理できる耐障害性クラスタを導入す
る場合は、4 つのピアを次のように設定できます。 

  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

 

ライセンスはすべてのピアで共有されるため、エンドポイントが登録するピアがどれかは問題ではありません。ピアの 1 つが一
時的にサービスを中断している場合は、一連のコール ライセンス全体はそのままクラスタ全体に使用できます。 

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。 

クラスタとピアの管理 

クラスタのセットアップ 

前提条件 

X8.10 Expressway ピアのクラスタを設定する前、または X8.10 Expressway をクラスタに追加する前に、次のことを確認し
ます。 

プラットフォームとソフトウェア バージョンが一致している 

 すべてのクラスタのピアが同じバージョンのコードを実行している。異なるピアが異なるバージョンのコードを実行でき
る唯一の機会は、クラスタが分割された方法で動作する間に、クラスタが 1 つのバージョンのコードから他のバージョン
のコードへアップグレードされる間です。 

 各ピアは、同等の機能のハードウェア プラットフォーム（アプライアンスまたは仮想マシン）を使用している。たとえ
ば、2 コア ミディアム VM で実行されているピアを使用する標準のアプライアンスで実行されているピアをクラスタ化す
ることはできますが、8 コアの大型 VM で実行されているピアを使用する標準のアプライアンスで実行されているピアを
クラスタ化することはできません。 

ネットワーク条件を満たしている 

 異なる LAN 設定（有効な異なる IPv4 アドレスと異なる IPv6 アドレス）が各ピアで設定されている。 

 クラスタの各ピアは、クラスタ内またはクラスタに追加されるすべての Expressway から 15 ms ホップ（ラウンドト
リップ遅延 30 ms）以内にある。 

 クラスタの各ピアはクラスタ内またはクラスタに追加されるすべての Expressway に直接ルーティングできる。（クラス
タ ピア間の NAT は許可されず、ファイアウォールがある場合、必須ポートがオープンであることを確認します） 
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基本設定が行われている 

 各ピアに他のすべてのピアと異なるシステム名が付いている。 

 各ピアに他のピアと識別するための証明書があり、ピア間の未認証 TLS 接続が作成されている（[TLS 検証モード (TLS 
verification mode)] のデフォルトは [制限しない (Permissive)] に設定されています）。 

TLS 接続を認証済みにする場合は、証明書は有効であり、すべてのピアから信頼されている認証局から発行されている必
要もあります（[TLS 検証モード (TLS verification mode)] を [強制 (Enforce)] に設定します）。 

すべてのピア証明書の CN に同じクラスタ FQDN を設定し、各ピア証明書の SAN にそのピアの FQDN を設定することを
推奨します。 

 すべてのピアに同じセットのオプション キーがインストールされている。ただし、次は例外です。 

 リッチ メディア セッション 

 ルーム システムおよびデスクトップ システム登録ライセンス 

 TURN リレー ライセンス 

これ以外のすべてのライセンス キーはすべてのピアで同一である必要があります。 

注：オプション キーの一部のタイプでは、インストールする場合 Expressway の再起動が必要にあります。 

 各ピアで H.323 モードが有効になっている（[設定 (Configuration)] > [プロトコル (Protocols)] > [H.323] に移動し、
[H.323 モード（H.323 モード）] に [オン (On)] を選択します）。 

クラスタはピア間で H.323 シグナリングを使用して、すべてのエンドポイントが SIP エンドポイントであっても、コー
ルに最適なルートを決定します。 

NDS 設定が行われている 

DNS サーバ設定は複製されないため、各ピアで DNS サーバ アドレスを設定する必要があります。 

 Expressway のピアが使用する DNS サーバは Cisco TMS とすべての Expressway のピア アドレスの DNS フォワード 
ルックアップ（正引き）と DNS リバース ルックアップ（逆引き）の両方をサポートする必要があります。また、DNS 
サーバは、次に示すような、その他の必要とされる DNS の機能にもアドレス ルックアップを提供する必要があります。 

 DNS 名を使用して設定した場合の NTP サーバまたは外部マネージャ 

 Microsoft FE サーバの FQDN ルックアップ 

 LDAP サーバのフォワード ルックアップとリバース ルックアップ（リバース ルックアップは多くの場合、PRT レコー
ドを介して提供されます） 

注：Cisco Expressway-E は一般的にパブリック DNS を使用しますが、パブリック DNS を使用してプライベート IP ア
ドレスを解決することは望ましくありません。また、Cisco Expressway-E ピアのパブリック アドレスでクラスタ化する
ことも望ましくありません。これらの理由から、クラスタ アドレス マッピングを使用して、各ピアの FQDN をプライ
ベート IP アドレスに解決することをお勧めします。詳細な手順については、次に示す『Cisco Expressway Cluster 
Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。 

ご使用のバージョンについては、次のページの『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment 
Guide』を参照してください。Cisco Expressway Series 設定ガイド ページ 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 DNS SRV レコードはクラスタの各ピアの A または AAAA レコードを含むクラスタで使用できる。 

ビデオの相互運用性とビジネスツービジネス (B2B) ビデオ コールの場合にこの設定を推奨しますが、Mobile & Remote 
Access には必要ありません。 

 （MRA の場合）Expressway-E クラスタ内の各ピアに collab-edge SRV レコードを作成する。 

 （B2B の場合のみ）Expressway-E クラスタに、すべてのクラスタ ピアを定義する DNS SRV レコードがある。 

TMS が設定されている（必要な場合） 

 Cisco TMS を使用している場合は、バージョン 13.2 以降を実行している（プロビジョニング用の Cisco TMS や FindMe 
を使用していない場合は、12.6 以降でかまいません）。 

 Cisco TMS を FindMe やプロビジョニングのデータを複製するために使用する場合は、プロビジョニング拡張モードの機
能が Cisco TMS で有効になっていることを確認する（詳細については、『Cisco TMS Provisioning Extension 
Deployment Guide』を参照してください）。 

次の手順 

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、その他のピアをクラスタに一度に追加します。 

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。 

ご使用のバージョンについては、次のページの『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を
参照してください。Cisco Expressway Series 設定ガイド ページ 

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、プライマリ設定ピアが識別されます。 

クラスタ設定 

 [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)（cluster1.example.com など）
に設定します。 

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、どのピアがプライマリ設定かについて承認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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 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。 

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 

クラスタをセットアップした後は、新しいピアをクラスタに追加したり、クラスタからピアを削除したりできます。 

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。 

 ピアが異なる LAN 上に導入されている場合、ネットワーク間に十分な接続が必要であり、ピア間の遅延程度は低いこと
（片道で最大 15 ms、ラウンドトリップで 30 ms の遅延）を確認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。 

プライマリ ピアの変更 

次の場合にのみプライマリ設定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 

 プライマリ Expressway ユニットをサービスから外す必要がある 

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。 
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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
変更する必要があります。 

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。 

注：このプロセス中は、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。 

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 

クラスタの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 (Peer N addresses)] 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。 
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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。 

 各ピアで異なる [IPv4 アドレス (IPv4 address)] と異なる [IPv6 アドレス (IPv6 address)] が設定されている必要があり
ます。 

 IP ゲートウェイの設定はピアに固有です。各ピアでは、異なるゲートウェイが使用できます。 

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の各ピアで異なる必要があります。 

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。各ピアでは、異なる DNS サーバのセットを使用できます。 

システムの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。各ピアは、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。 
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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 (Serial port/console)  

 SSH サービス (SSH service)  

 Web インターフェイス（HTTPS を使用）(Web interface (over HTTPS))  

 HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクト (Redirect HTTP requests to HTTPS)  

 自動保護サービス (Automated protection service)  

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 

 TURN リレー 

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。 

VCS の場合：Conference Factory テンプレート（[アプリケーション (Applications)] > [Conference Factory]） 

MCU へのコールをルートする目的で Conference Factory アプリケーションが用いるテンプレートは、ピア固有です。これは、
このテンプレートがクラスタ内の各ピアに対し固有である必要があるためです。 
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VCS の場合：Expressway フロント パネル ディスプレイ モード（CLI のみを通じて設定可能） 

xConfiguration Administration LCDPanel Mode CLI 設定は各ピアに固有です。 

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、バアクアップ、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、次のページの『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を
参照してください。Cisco Expressway Series 設定ガイド ページ 

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、「前のバックアップの復元（369 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
セットアップ（206 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/en/us/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 

次の点に注意してください。 

 小規模/中規模のシステムは、クラスタあたりの最大登録数が 10,000 とすると、ピアあたり 2,500 のデバイス登録をサ
ポートできます。通常、これは FindMe アカウントごとに 1 台のデバイスになります。 

 大規模システムではピアあたり 5,000 のデバイス登録（クラスタあたり最大 20,000 の登録）をサポートできます。ただ
し、この場合もクラスタあたり 10,000 の FindMe アカウント/ユーザと、10,000 のプロビジョニング済みデバイスに制
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、次のページの『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を
参照してください。Cisco Expressway Series 設定ガイド ページ 

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（202 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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 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 -> デフォルトのサブゾーン (Branch Office > Default Subzone)] と
表示されます。 

Expressway クラスタ間の隣接化 

ローカル Expressway（または Expressway クラスタ）をリモートの Expressway クラスタに隣接させることができます。この
リモート クラスタはローカル Expressway へのネイバー、トラバーサル クライアント、またはトラバーサル サーバにできま
す。この場合、コールがローカル Expressway で受信され、関連するゾーン経由でリモート クラスタに渡されると、そのコール
はその隣接クラスタ内のリソース使用率が最も低いピアにルーティングされます。そのピアは必要に応じてコールを次のいずれ
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。 
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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、リモート クラスタ内の各ピアの IP アドレスまたは FQDN を [ピア 1 (Peer 1)] 
から [ピア 6 (Peer 6)] のアドレス フィールドに入力します。 

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。 

 クラスタにさらに Expressway を追加するときは（たとえば容量を増やすためや冗長性を増す目的で）、そのクラスタに
隣接する Expressway が新しいクラスタ ピアを認識できるように変更する必要があります。 

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ついては、次のページの『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を
参照してください。Cisco Expressway Series 設定ガイド ページ 

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 [強制 (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 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 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（デフォルトでは SSH および各種ハードウェア バージョンのシリアル ポートを通じて可能）ピアに 
admin としてログインします。 

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：クラスタのすべての設定が失われるため、プライマリ Expressway でこのコマンドを実行しないでください。 

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)] 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。 
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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 ..................................................................................................... 219 

ホップ カウントの設定 ................................................................................................................ 221 

ダイヤル プランの設定 ................................................................................................................ 222 

トランスフォーメーションと検索ルールについて ......................................................................... 224 

検索とトランスフォーメーションの例 .......................................................................................... 233 

外部サービスを使用するための検索ルールの設定 ......................................................................... 243 

コール ポリシーについて ............................................................................................................. 246 

サポートされているアドレス形式 ................................................................................................ 252 

IP アドレスによるダイヤリング ................................................................................................... 253 

URI ダイヤリングについて ........................................................................................................... 255 

ENUM ダイヤリングについて ...................................................................................................... 263 

ENUM ダイヤリングと URI ダイアリング用の DNS サーバの設定.................................................. 270 

コール ルーティングとシグナリングの設定 .................................................................................. 270 

コールの識別 .............................................................................................................................. 272 

コールの切断 .............................................................................................................................. 273 

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. すべての検索前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。 

4. すべてのコール ポリシーが（変換された）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 (Local Zone)]：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 (Neighbor zone)]：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 (Policy service)]：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。 
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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。 

図 13： 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。 
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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。 

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)] ページに移動します（[設定 (Configuration)] > [ゾーン (Zones)] > [ゾーン (Zones)]）。 

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。 

他のゾーン オプションの詳細については、「ゾーン リスト（177 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 によるコールのルーティング方法を設定します。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ダイヤル プランとコール処理 

223 

次に、設定オプションを示します。 

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。 

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リン
グ（253 ページ）」を参照してください。 

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。 
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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（225 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
（228 ページ）」を参照してください）。 

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  
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 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。 

 要求がネイバー システムから着信し、[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。 

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。 

 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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ダイヤル プランとコール処理 

226 

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。 

次に、設定オプションを示します。 

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 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。オプションは次のとおりです。 

[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：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)]：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)] 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)] とルールの [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（この場合、[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 プロセス（219 ページ）が再度開始します 

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 が他のゾーンを不必要に検索しなくな
ります。 
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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。カラムの見出しをクリックすると、ターゲット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。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)] カラムの [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。 

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。 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
ルール名 検索ルールの記述名。 
説明 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 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
トラフィックの
タイプ 

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)]：ルールはトラフィック タイプを検査
しない 

[標準 (Standard)]：ルールはトラフィックが標準ベース
の SIP の場合に適用される 

[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 の場合に適用される 

[Microsoft SIP]：ルールはトラフィックが Microsoft 
SIP の場合に適用される 

[Microsoft IM および Presence (Microsoft IM and 
Presence)]：ルールはトラフィックが Microsoft SIP-
SIMPLE の場合に適用される 

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、および任意の登録さ
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。 

[ローカル ゾーン (Local Zone)]：ローカルに登録された
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。 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。オプションは次のとおりです。 

[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：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)]：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。 

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)]：照合するプレフィ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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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)]：エイリアスが特定したエンドポイン
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)]：エイリアスが特定し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 コールを Cisco Meeting Server へ転送する 

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 地域営業オフィス (Regional sales office)  
説明 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)  
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フィールド 値 
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

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

なし 

[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。 
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フィールド 値 
ルール名 example.co.uk へ変換 (Transform to example.co.uk)  
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[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 海外オフィス - 元のエイリアス (Overseas office - original 

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

なし 

[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)  
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フィールド 値 
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 

フィールド 値 
ルール名 海外オフィス - ドメインの除去 (Overseas office - strip 

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

なし 

[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。 
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ルール #1 

フィールド 値 
ルール名 example.co.uk へ変換 (Transform to example.co.uk)  
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[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 example.net へ変換 (Transform to example.net)  
説明 example.net example.com へ変換 
[プライオリティ (Priority)] 100 

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

なし 

[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)] 
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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。発信者がコールを発信するときにド
メインを指定しなかった場合は、SIP エンドポイントは自動的にそれ自体のドメインをダイヤルする番号の後に追加します。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 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)  

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。 
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ルール #1 

フィールド 値 
ルール名 H.323 番号をダイヤル (Dialing H.323 numbers)  
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[モード (Mode)] エイリアスのパターン マッチ (Alias pattern match)  
パターン タイプ (Pattern type)  Regex 

パターン文字列 (Pattern string)  (\d+) @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 H.323 番号をダイヤル (Dialing H.323 numbers)  
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[モード (Mode)] エイリアスのパターン マッチ (Alias pattern match)  
パターン タイプ (Pattern type)  Regex 

パターン文字列 (Pattern string)  (\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)] 
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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 number@domain の形式のエイリアスで実際に登録したエンドポイントにも確実に到達できるようにするに
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。 

フィールド 値 
[プライオリティ 
(Priority)] 

[1] 

説明 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)  

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。 
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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 H.323 文字列をダイヤル (Dialing H.323 strings)  
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[モード (Mode)] エイリアスのパターン マッチ (Alias pattern match)  
パターン タイプ (Pattern type)  Regex 

パターン文字列 (Pattern string)  (.+) @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 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) 
説明 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)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[モード (Mode)] エイリアスのパターン マッチ (Alias pattern match)  
パターン タイプ (Pattern type)  Regex 

パターン文字列 (Pattern string)  (.+) @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)] 
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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。 

 最初の検索ルールのエイリアスの形式は string@domain で、これらが string の形式に変換されます。 

 エイリアスを string@domain の形式で実際に登録したエンドポイントにも確実に到達できるようにするには、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 既知のゾーンからの IP アドレス (IP addresses from known 

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

なし 

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

 

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 すべて Meeting Server にルーティング (Route all to 

Meeting Server) 
説明 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 SIP 
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フィールド 値 
トラフィックのタイプ いずれかの Microsoft (Any Microsoft)  
ソース (Source)  任意 (Any)  
リクエストは認証される必要がある 
(Request must be authenticated)  

なし 

[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 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 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コモン ネーム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 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（403 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（623 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 ルールを説明する短い名前。 

説明 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 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 

[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 [任意の 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。 
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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。 

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。 
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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可能で
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 

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ためのコール ポリシーの設定（250 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 
送信元のタイ
プ (Source 
type)  

このフィールドでは、コールの送信元の 2 つのタイプの 
[ゾーン (Zone)] または [送信元アドレス (From address)] を
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。

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
（160 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。 
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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)  

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。 

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（428 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。 
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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、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、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。 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
プロトコル 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コモン ネーム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 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（403 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（623 ペー
ジ）」を参照してください。 
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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。 

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リング（253 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。 
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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。 

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、次のいずれかの場合に、IP アドレスを「既知」であると見なします。 

 ローカルに登録されたエンドポイントの IP アドレス 

 Expressway を設定しているサブゾーン メンバーシップのいずれかのルールの IP アドレス範囲に入っている 

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）。 
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他のすべての 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。 

 [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。 

デフォルトの設定は [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。 

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 アドレスに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 はそのネイバーの Expressway に照会し、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。 
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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）。 

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 alias 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（238 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。 
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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 の解決プロセス（256 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 

この詳細については、「発信コールでの DNS を介した URI ダイヤリング（258 ページ）」の項を参照してください。 

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 

この詳細については、「着信コールでの DNS を介した URI ダイヤリング（260 ページ）」の項を参照してください。 

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（263 ページ）」を参照してください。 

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。 
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 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 など元のダイヤルストリング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


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ダイヤル プランとコール処理 

258 

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)] の設定が次のいずれかで設定されているか
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)] に移動します。 

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（DNS の）を選択します。 

4. DNS ゾーンを次のように設定します。 
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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）。 

H.323 と 
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 
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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。 

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
んだ要求を受信します。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 のドメイン（example.com など） 

http://tools.ietf.org/html/rfc2782
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 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 Specification: 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 

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 

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/en
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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 

 _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 および  

 _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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc3263
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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 alias 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（238 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。 

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 ドメインの関連する 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。 
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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 

この詳細については、「発信コールの ENUM ダイヤリング（265 ページ）」の項を参照してください。 

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
る手順については、「着信コールの ENUM ダイヤリング（269 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。 
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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 と接続できるようにするため、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。 

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. ENUM ゾーンを DNS サフィックスの e164.arpa を使用してローカル 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 サフィックスの e164.arpa を追加します。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。このときは fred@example.com を検索します。この時点から URI ダイヤリン
グのプロセスに進み、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)] に移動します。 

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。 
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3. ゾーンの名前を入力し、タイプ (ENUM の) 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) 

他のゾーン 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。 

 

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 サフィックスの e164.arpa（ENUM 標準によって指定されたドメイン） 

 関連検索ルール（モードが [任意のエイリアス (Any alias)]） 

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。 
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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（228 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。 

 [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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ダイヤル プランとコール処理 

269 

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 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!". 

http://tools.ietf.org/html/rfc3761
http://tools.ietf.org/html/rfc2915
http://tools.ietf.org/html/rfc3761
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この例は次のように解釈されます。 

 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 と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なかったことを示します。 

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。 
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 [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 

 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。 
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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。 

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。 
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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（272 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。 

 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。 
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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他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 .................................................................................................................... 275 

帯域幅制御の設定 ........................................................................................................................ 276 

サブゾーンについて .................................................................................................................... 277 

リンクとパイプ ........................................................................................................................... 285 

帯域幅制御の例 ........................................................................................................................... 289 

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。これを行うには、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（214 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。 

http://www.cisco.com/
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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。 

 

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。 

次に、設定オプションを示します。 

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

 

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 がクラスタ内にある場合のみ適用されます） 
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サブゾーン間のデフォルト リンク 

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。 

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、「サブゾーンへの帯域幅の制限の適用（284 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 100 の同時発
生トラバーサル コール、大規模システムでは最大 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 がアラームを発生させ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。 
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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 

図 14： 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。 
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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。 

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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

帯域幅制御 

281 

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 
(Authentication 
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（161 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（170 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（284 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。 

次に、設定オプションを示します。 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
ルール名 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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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、適用し
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。オプショ
ンは次のとおりです。 

[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：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)]：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、適用します。 

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、適用します。 

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。 
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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。 

1 つの特定のサブゾーンとその他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。 
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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。 
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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)] 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、「リンクへのパイプの適用
（288 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。 

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 
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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 
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。 

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、「リンクへのパイプの適用（288 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。 

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の詳細については、「サブゾーンへの帯域幅の制限の適用（284 ページ）」を参照してくだ
さい。 
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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。 

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。 
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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。 

B2BUA（バックツーバック ユーザ エージェント）の概要 ............................................................ 290 

FindMe™ .................................................................................................................................... 302 

Cisco TMS プロビジョニング ...................................................................................................... 305 

ハイブリッド サービスとコネクタの管理 ..................................................................................... 308 

 

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ため。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ため。ICE コールをサポートするために必要な TURN サーバのセットを定義するため
に必要な唯一の B2BUA 関連の設定です。 

 Expressway と Microsoft SIP ドメインの間の SIP コールをルーティングするため。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（293 ページ）」を参照してください）。 

http://www.cisco.com/
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表 15： 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。デフォルトは 3478 です。 

説明 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。 

 

大規模 Expressway-E で TURN サーバを使用すると、デフォルトでは 3478 ～ 3483 の範囲のすべてのポートでリッスンしま
す。大規模 Expressway-E の容量の最適に使用するために、毎回異なるポートを提供する場合は同じ TURN サーバ アドレスを 
6 回まで入力できます。 

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。現在
は代わりにトランスコードをする Cisco Meeting Server にコールをルーティングする高度な検索ルールを使用できます。
Expressway 設定ガイド ページにある『Cisco Expressway Options with Cisco Meeting Server and/or Microsoft 
Infrastructure』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 クライアントとのコールのためのコール保留とコール転送のサポート。 

 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（293 ページ）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 B2BUA の信頼できるホストの設定（298 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（290 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。 

 B2BUA が使用する場合がある外部 B2BUA トランスコーダの設定（300 ページ）と、それらを通じてルーティングを制
御するために使用するポリシー ルール（これは任意で、通常は Lync 2010 でのみ使用します）。 

 Microsoft 相互運用性サービスの再起動（301 ページ）（必要な場合）。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 キーはなぜ必要ですか。 

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。次の機能が含まれています。 

 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） 

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すべてのシステム規模について） 

 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。 
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 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 

 「Microsoft 相互運用性ポート リファレンス（456 ページ）」を参照してください 

 Expressway 設定ガイド ページの『Cisco Expressway with Microsoft Infrastructure Deployment Guide』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。 

次に、設定オプションを示します。 

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。 

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。デフォルトの
ポートは 5061 です。 

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。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。こ
れは、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。 

Cisco TelePresence Advanced Media 
Gateway などの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。デフォルトは 65080 です。 

すべてのトランスコーダの通信は TLS で行われ
ます。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

[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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。 

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。デフォルトの範囲は 56000 ～ 57000 です。 

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 ヘッダー
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。デフォルトは 65070 です。 

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。 

http://tools.ietf.org/html/rfc4028
http://tools.ietf.org/html/rfc4028


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

アプリケーション 

297 

フィールド 説明 使用方法のヒント 
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。 

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 16： 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 
‡ CE500/ 
CE1000/ 
CE1100、また
は大規模 OVA 

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 以降から、大規模システムの拡張性を実現す
るために 10 Gbps の NIC を必要とする要件が削除さ
れます。1 Gbps の NIC を使用する大規模なシステム
の容量を、帯域幅制約の対象とすることが可能になり
ました。 

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。 
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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。 

次に、設定オプションを示します。 

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 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 (Microsoft 
infrastructure)]：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)]：
Cisco TelePresence Advanced Media 
Gateway などのトランスコーダ 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。 

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。カラム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。 
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[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。 

次に、設定オプションを示します。 

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 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。 

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。 

[サフィックス (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。 

[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。 
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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)  

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。 

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。 

 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するには、「Microsoft 相互運用性の設定（293 ページ）」
を参照してください。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）。 
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次に、設定オプションを示します。 

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。 

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 Deployment Guide』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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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。 

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（219 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。 

FindMe を使用する権限がある場合は、[FindMe の設定 (FindMe configuration)] ページにアクセスできるだけです。デスクトッ
プまたはルーム登録ライセンスをインストールする必要があります。 
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次に、設定オプションを示します。 

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 (Remote 
service)]：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 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。 

[FindMe ID]：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、「デバイスの認証について（160 ページ）」
を参照してください。 

 

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 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 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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

アプリケーション 

305 

Cisco TMS プロビジョニング 

Cisco TMS プロビジョニングは Expressway と Cisco TMS が FindMe とデバイス プロビジョニングのデータを共有するメカニ
ズムです。共有されるデータは次のとおりです。 

 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応えるため、Expressway が使用するユーザ アカウント、デバイ
スおよび電話帳のデータ 

 Expressway が 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 

FindMe サービスとプロビジョニング サービスを提供するには、FindMe とデバイス プロビジョニングのオプション キーを 
Expressway にインストールする必要があります。 

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。 

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 

次の点に注意してください。 

 小規模/中規模のシステムは、クラスタあたりの最大登録数が 10,000 とすると、ピアあたり 2,500 のデバイス登録をサ
ポートできます。通常、これは FindMe アカウントごとに 1 台のデバイスになります。 

 大規模システムではピアあたり 5,000 のデバイス登録（クラスタあたり最大 20,000 の登録）をサポートできます。ただ
し、この場合もクラスタあたり 10,000 の FindMe アカウント/ユーザと、10,000 のプロビジョニング済みデバイスに制
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 Provisioning Extension 
Deployment Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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 は次の Cisco TMSPE サービス（Cisco TMS 上でホストされる）
を使用して Expressway（または Expressway クラスタ）にプロビジョニングと FindMe のデータを提供します。 

サービス 説明 
ユーザ設定 ユーザ設定サービスによって提供されるデータで Expressway は特定のユーザ（ユーザは基本的に SIP URI）に関

する設定を使用してデバイスを設定できます。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。このサービスは、TURN サーバ（通常は Expressway-E）への接続を実装します。 

FindMe FindMe サービスはユーザの FindMe アカウントの詳細、特に各 FindMe ID に関連付けられている場所やデバイス
の詳細情報を提供します。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 電話帳サービスは、ユーザが電話帳内の連絡先を検索でき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 デバイス サービスは Expressway と Cisco TMS 間でプロビジョニング ライ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。 

 

サービスの現在のステータスは [TMS Provisioning Extension 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を最新に保つよ
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。 

Expressway のクラスタがある場合は、クラスタ ピアの 1 つが Cisco TMS へ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 間のすべてのデータの完全な即時再同期は、[完全同期の実行 (Perform full synchronization)]
（[TMS Provisioning Extension サービス (TMS Provisioning Extension services)] ページの下部）をクリックすること
で、いつでもトリガーできます。これにより、データが削除され、完全に更新される間は Expressway 上で一時的に（数
秒間）サービスが欠如することになります。Cisco TMS 内の最新の更新すべてが Expressway に提供されていることのみ
を確認する必要がある場合は、[更新の確認 (Check for updates)] をクリックします。 

Cisco TMSPE サービスの設定を変更するには、Cisco TMS を使用することを推奨します。[TMS Provisioning Extension サービ
ス (TMS Provisioning Extension services)] ページを使用して Expressway でサービスを設定できますが、このページを使用して
設定に加えた変更は Cisco TMS には適用されません。 
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Expressway プロビジョニング サーバ 

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。サーバは、デバイス プロビジョニ
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動作します。 

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 ステータス 

総合的なステータス情報は、Expressway の（[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)]）メニュー オプションで見つけることができます。 

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。 

 [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)] に移動し、システム内で使用可能なプロビジョニング ライセン
スの要約ステータスを確認します。 

 [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)] > [プロビジョニングされたデバイスのステータス (Provisioned device status)] に移動し、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を確認します。 

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 プロビジョニングと認証ポリシー（165 ページ）」を参照してください。 
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ハイブリッド サービスとコネクタの管理 

ハイブリッド サービスにすでに登録している場合は、ハイブリッド サービスのヘルプ サイトにアクセスし、詳細情報と最新情
報を入手します。 

Spark ハイブリッド サービスとは何か、また、何を実行するか。 

Cisco Spark Hybrid Services は、クラウドベースのソリューションや内部施設ベースのソリューションを活性化し、より優れ、
より統合化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。 

使用する権利があるサービス 

ハイブリッド サービスを購入すると、Cisco Collaboration Cloud の管理者用インターフェイスである Cloud Collaboration 
Management にアクセスできます。Cloud Collaboration Management では、組織のサービスの権利について確認でき、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。 

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
自動的にアップグレードされます。 

その後で、Cloud Collaboration Management を使用して選択したその他のコネクタを Expressway がダウンロードします。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。 

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 UI ページを使用します。 

コネクタのアップグレードは、Cloud Collaboration Management 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コラボレーション クラウドから 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：通常、Expressway のダウングレードは推奨していませんが、以前のバージョンへ強制的に復元する場合のインターフェイ
スへのアクセスは確実に維持されるよう努めています。ただし、Expressway がハイブリッド サービスに登録されている場合、
Expressway ソフトウェアのバージョン X8.6 からのダウングレードはサポートしていません。ダウングレードが必要な場合は、
ハイブリッド サービスの登録を解除してからダウングレードする必要があります。 

http://www.cisco.com/go/hybrid-services
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Spark 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 サービスのヘルプ サイ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 サービスにすでに登録している場合は、ハイブリッド サービスのヘルプ サイトにアクセスし、詳細情報と最新情
報を入手します。 

このプロキシの目的 

この Expressway が Cisco Collaboration Cloud への接続にプロキシを必要としている場合は、[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)] 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 での Collaboration Cloud の CA ルート証明書 

Cisco Collaboration Cloud の 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おり、[証明書の取得 (Get 
certificates)] をクリックすると信頼できる CA リストに証明書がロードされます。必要に応じて、この決定を撤回するには、[証
明書の削除 (Remove certificates)] をクリックします。 

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。コラボレーション 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。 

[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 

http://www.cisco.com/go/hybrid-services
http://www.cisco.com/go/hybrid-services
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証明書がインストールされているかの確認や、信頼できる CA リストの手動での管理は、[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)] ページで行えます。詳細については、「信頼できる 
CA 証明書リストの管理（342 ページ）」を参照してください。 
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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 ......................................................................................................... 311 

パスワード セキュリティの設定 ................................................................................................... 313 

管理者アカウントの設定 .............................................................................................................. 315 

LDAP を使用したリモート アカウント認証の設定 ........................................................................ 318 

忘れた場合のパスワードのリセット ............................................................................................. 325 

root アカウントの使用................................................................................................................. 326 

SSO トークンの管理 ................................................................................................................... 327 

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 の設定に使用します。 

 FindMe アカウント：企業内の個人が使用して FindMe プロファイルを設定します。 

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（318 ページ）」と
『Authenticating Expressway Accounts using LDAP Deployment Guide』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。 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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 適切な LDAP サーバ接続の設定 

 この Expressway への管理者および 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
プされている対応するグループ名と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（323 ページ）」とユーザ グループの設定を参照してください。） 

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あるローカル 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。デフォ
ルトの admin アカウントを介して Expressway にアクセスできません（[リモートのみ (Remote only)] 認証ソースが使
用中である場合）。 

 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
（46 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（315 ページ）」セクションを参照してください。 
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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。 

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 Provisioning Extension Deployment Guide』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（326 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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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（注） 

 この設定に関係なく、どの管理者アカウントも空白には設定できません。 

 この設定はローカル管理者アカウントのパスワードのみに影響します。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。 

 すべてのユーザ名とパスワードは大文字/小文字が区別されます。 

厳密なパスワードの設定できないルール 

[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。以下を設定する方法はありません。 

 同じ文字の複数インスタンスを回避する（非連続インスタンスを確認） 

 「abc」や「123」などの 3 つ以上の連続文字を回避する 

 ディクショナリの単語、または反転されたディクショナリの単語を回避する 

 「risetovotesir」などの前から読んでも後ろから読んでも同じに読める語句を回避する 

厳密なパスワードの設定可能なルール 

パスワード ポリシーの次のプロパティは設定できます。 

 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） 

 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） 

 連続する反復文字の許容数は 1 ～ 255（デフォルトを 0 にするとチェックが無効になるため、連続する反復文字がデフォ
ルトで許可されます。これを 1 に設定し、パスワードに連続する反復文字が含まれないようにします） 

 文字クラスの最小数は 0 ～ 4（デフォルトを 0 にするとチェックが無効になります）文字クラスには数字、小文字、大文
字、特殊文字があります。 

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）。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ユーザ アカウント 

315 

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ます。このページでは、選択した管理者アカウントのパスワード以外の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。 

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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

ユーザ アカウント 

316 

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。他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、「忘れた場合のパスワードのリセット（325 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」などの一部の名前が予約されています。ローカル管理者
アカウントのユーザ名は大文字/小文字の区別があります。 

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。 

[読み取り/書き込み (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。 

[読み取り専用 (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：[読み取り/書き込み (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 
(Password)] 

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きに、[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を示します。
[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。 

パスワードは空白に設定できません。 
新しいパス
ワード (New 
password)  

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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
パスワードの
確認 
(Confirm 
Password)  

アカウントのパスワードをもう一度入力し
ます。 

このフィールドは、アカウントを作成したり、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 

[はい (Yes)] を選択すると、このアカウントを
緊急時アカウントとして使用します。 

読み取り/書き込みアクセスと Web アクセス
が可能な有効になっているローカル管理者アカ
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)]  
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と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。アカウントを無
効にすると、システムにアクセスできません。

現在のパス
ワード (Your 
current 
password)  

変更の許可を求められた場合は、自分自身の
現在のパスワードをここに入力します。 

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。 

 

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。 
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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。 

次に、設定オプションを示します。 

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 
(Administrator 
authentication 
source)  

管理者用のログイン クレデンシャルを認証するかど
うかを決定します。 

[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 [ローカルのみ (Local only)] です。 

[両方 (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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
[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。 
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
検索。 

[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 [アドレス レコード (Address record)] 
です。 

注：SRV レコードを使用する場合は、レコードが 
LDAP 用の標準ポートを使用していることを確認して
ください。_ldap._tcp.<domain> は 389 を、
_ldaps._tcp.<domain> は 636 を使用する必要があ
ります。Expressway は LDAP 用に他のポート番号
をサポートしていません。 

SRV ルックアップは、暗号化が有効かどうかに
よって、_ldap._tcp または _ldaps._tcp レコード
のいずれかに対して実行されます。複数のサーバが
返された場合、各 SRV レコードのプライオリティ
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。 非セキュア接続は 389、セキュア接続は 636 を使
用します。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
暗号化 (Encryption)  LDAP サーバへの接続がトランスポート層セキュリ

ティ (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。 

[オフ (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 for TLS)]（[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 (Managing 
the Trusted CA Certificate List)]（342 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。

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。 

All：LDAP サーバ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。 

[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。 
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フィールド 説明 使用方法のヒント 
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 (Base DN for groups)] 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)] = [アクティブ (Active)] 

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。 

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。 
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エラー メッセージ 理由/解決方法 
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)] に設定すべき場合に [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)  

[バインド 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、あるいはその他の
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。 

次に、設定オプションを示します。 

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与えられるア
クセス レベルは次のとおりです。 

[読み取り/書き込み (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。 

[読み取り専用 (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：[読み取り/書き込み (Read-
write)]  

管理者が複数のグループに所属している場合、その所属しているすべて
のグループ（無効状態のグループは無視される）のアクセス文字列それ
ぞれに最高レベルの権限が割り当てられます。詳細については、「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（324 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 
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：[はい (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)  

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 (Enabled)] と [無効 (Disabled)] の両方の状
態がある複数の管理者グループに所属している場合、それらのアクセス
は [有効 (Enabled)] になります。 

 

複数のグループに所属しているアカウントのアクセス レベルの決定 

管理者が異なるレベルのアクセス権がある複数のグループに所属している場合、最高レベルのアクセス権が付与されます。無効
状態のグループは無視されます。 

たとえば、次のグループを設定したとします。 

グループ名 アクセス レベル 
(Access level)  

Web アクセス 
(Web Access) 

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 
- 

○ 

リージョン C 読み取り専用 ○ ○ 

 

次の表に、1 つ以上のグループに所属しているアカウントに付与されるアクセス権限の例を示します。 

所属グループ 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/書き込みアクセスで 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/書き込みアクセスで、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 
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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他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ます。このページで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て確認し
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。 

3. ユーザ名 pwrec を使用して PC からログインします。パスワードは必要ありません。 

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。 
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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、リブート後に 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、パスワードはできる限り早く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、次のように行います。 

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。 

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た場合に SSH アクセスを無効にすると、現在のセッションはログアウトするまで継続されますが、
その後のすべての SSH アクセスは拒否されます。 
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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 ................................................................................................................ 329 

メンテナンス モードの有効化 ...................................................................................................... 329 

ソフトウェア コンポーネントのアップグレードについて .............................................................. 330 

ロギングの設定 ........................................................................................................................... 334 

オプション キーの管理 ................................................................................................................ 339 

セキュリティについて ................................................................................................................. 341 

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 ........................................................ 355 

ドメイン証明書とクラスタ化システム .......................................................................................... 359 

高度なセキュリティ .................................................................................................................... 360 

言語設定 ..................................................................................................................................... 366 

Expressway データのバックアップと復元 .................................................................................... 367 

診断ツール .................................................................................................................................. 371 

インシデント レポート ................................................................................................................ 375 

パターンの効果の確認 ................................................................................................................. 378 

エイリアスの検出 ........................................................................................................................ 379 

ポートの使用 .............................................................................................................................. 380 

ネットワーク ユーティリティ ...................................................................................................... 381 

再起動、リブート、およびシャットダウン ................................................................................... 385 

開発者リソース ........................................................................................................................... 386 
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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 としてログインする 

2. まだ作成していない場合は、mkdir /tandberg/.ssh と入力して .ssh ディレクトリを作成する  

3. /tandberg/.ssh に公開キーをコピーする 

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
キーを追加する 

ここでは、id_rsa.pub が公開キーの名前に置き換えられます。自分のキーを他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 ファイルは存続しません）。 

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。 

 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 Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』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。 
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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、[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。 

ソフトウェア コンポーネントのアップグレードについて 

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 インターフェイスの使用（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。 

 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 Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してく
ださい。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Expressway ソフトウェアのコンポーネント 

インストール済みの既存のコンポーネントは [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)]）にリスト形式で表示され、現在のバージョンと、該当する場合は、関連付けられたリリース キーが示され
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。 

 たとえば、次の場合は有効なリリース キー。システム プラットフォームの次のメジャー リリースにアップグレードする
（X8.1 から X9.0 などへ）。X8.1 から X8.2 など、ドット リリースの場合は必要ありません。 

 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、[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、メジャー リリースを含めて、次のバージョン
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が、これらの
新しい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があります。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 段階のプロセスで実行します。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。 
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アップグレードの第 2 段階では、システムのリブートを実行します。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。 

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。） 

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. 必要に応じて、[リリース キー (Release key)] を入力します。 

5. [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。 

6. 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. 以下の点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。 
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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。 

7. 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。 

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 2 つのファイルを転送する必要があります。 

 わずか 16 文字のリリース キーが含まれたテキスト ファイル（システム プラットフォームの場合にのみ必要）。無関係
なスペースがこのファイルにないことを確認します。 

 ソフトウェア イメージ ファイルが含まれているファイル。 

これらのファイルを転送するには、次の手順を実行します。 

1. システム プラットフォームのコンポーネントをアップグレードする場合は、SCP/PSCP を使用して、リリース キー 
ファイルをシステムの /tmp/ フォルダにアップロードします。ターゲット名は release-key とする必要があり、たとえ
ば、scp release-key root@10.0.0.1:/tmp/release-key のようになります。 

 プロンプトが表示されたら、ルート パスワードを入力します。 

 リリース キー ファイルは、イメージ ファイルの前にアップロードする必要があります。 

2. 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 プラットフォームのコンポーネントの場合： 

システムの /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 

3. プロンプトが表示されたら、ルート 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。5 分未満
で完了します。 
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4. システム プラットフォームの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：リブートする前に他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。 

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たイベント情報の深度を変更する 

 メディア統計情報のロギングをトグルする 

 コール詳細レコードをトグルする 

 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によってフィルタリングする 

 システム メトリクスの収集を切り替える 

イベント ログの詳細レベルの変更 

ローカル ログの詳細度は、[ローカル イベント ログの詳細レベル (Local event log verbosity)] を 1 ～ 4 の範囲に設定すること
で制御します。 

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。 

水準器  割り当てられたイベント 
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 のイベントに加えて、次のイベントがあります。 

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 
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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。 

（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）機能にマッピングされたソフトウェア コンポーネン
ト/ログは次のように表現されます。 

 0 (kern)  
 3 (daemon)  

 16 (local0) 管理者 

 17 (local1) Config 
 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 

メディア統計情報のロギング 

[メディア統計情報 (Media statistics)] を [オン (On)] に切り替えると、Expressway は ローカル ハードディスクの 
/mnt/harddisk/log へのメディア統計情報のロギングを開始します。それぞれ 10 MB のファイルが 200 個まで保存され、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。 

メディア統計情報メッセージも syslog メッセージとしてパブリッシュされます。メディア統計情報のロギング オプションがオ
ンの状態で、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。 

メディア統計情報の一部は、転送済みのパケット、消失したパケット、ジッター、メディア タイプ、コーデック、および実際の
ビットレートなどです。 

注：メッセージの重大度は [情報提供 (Informational)] ですが、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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

メンテナンス 

336 

コール詳細レコード (CDR)  

サービスを有効にしている場合（デフォルトはオフ）、システムで CDR をキャプチャでき、リモート ロギングを使用している
場合は、それらを syslog メッセージとしてパブリッシュできます。 

[サービスのみ (Service only)] を選択すると、CDR が 7 日間保管されます。それらの CDR は、Representational State Transfer 
(REST) API を介してのみ、Expressway に読み込むことができます。[サービスとロギング (Service and logging)] を選択した場
合、ローカル データはイベント ログで公開され、CDR も INFO メッセージとして syslog ホストに送信されます。 

CDR の設定方法 

Expressway で CDR を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [メンテナンス (Maintenance)] > [ロギング (Logging)] に移動します。 

2. [ロギング オプション (Logging Options)] セクションで、次の説明に従って [コール詳細レコード (Call Detail Records)] 
フィールドを設定します。 

CDR モード 説明 
オフ (Off)  CDR はローカルにログに記録されません（デフォルト）。 
サービスのみ 
(Service Only)  

CDR は 7 日間ローカルに保存されてから削除されます。Web GUI を通じてレコードにアクセスできません。 

サービスとロギ
ング (Services 
and Logging)  

CDR は 7 日間ローカルに保存されてから削除されます。ローカル イベント ログと、外部ロギングが有効に
なっている場合は外部 syslog サーバからレコードにアクセスできます。 

 

詳細については、次を参照してください。 

Expressway のメンテナンスおよび操作ガイド ページの『Cisco Expressway Serviceability Guide』を参照してください。 

リモート syslog サーバへのログのパブリッシュ 

syslog は複数のシステムから単一の場所にログ メッセージを集約するのに便利です。特に、クラスタ内のピアに推奨します。 

 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 での定義のとおり） 

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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/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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3. 使用するトランスポート プロトコルとポートを指定します。デフォルト値は [UDP over port 514] です。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 17： 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 を参照してく
ださい。 

IETF syslog 形式 (IETF syslog format)  UDP 514 IETF 形式。RFC 5424 を参照してく
ださい。 

TLS 接続を使用した IETF syslog 
(IETF syslog using TLS connection)  

TLS 6514 IETF 形式。RFC 5424 を参照してく
ださい。 

 

（注） 

 UDP プロトコルはステートレスです。syslog メッセージの信頼性が環境内で非常に重要な場合は、別のトランスポート 
プロトコルを使用してください。 

 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。 

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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 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。 

詳細については、「セキュリティについて（341 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）機能にマッピングされたソフトウェア コンポー
ネント/ログは次のように表現されます。 

 0 (kern)  
 3 (daemon)  

 16 (local0) 管理者 

 17 (local1) Config 
 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 (25826) とは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）よりも詳細な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 キーは一定期間にわたって有効か、無期限かのい
ずれかです。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)]）には、Expressway 
に現在インストールされている既存のすべて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：システムにオプション キーをインストールするときは、その機能に関するデモ オプション キーを削除する必要がありま
す。デモ キーが期限切れになると、オプション キーが機能しなくなることがあります。 

[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。 

 FindMe™：FindMe 機能を有効にします。 

 [高度なネットワーキング (Advanced Networking)]：Expressway 上の LAN 2 ポートを有効にし、Expressway-E 上のス
タティック NAT 機能を有効にします。 

 [デバイス プロビジョニング (Device Provisioning)]：Expressway のプロビジョニング サーバを有効にします。これによ
り、Expressway は要求があったときに設定情報でエンドポイントをプロビジョニングしたり、電話帳の情報をエンドポ
イントに提供したりできます。（Jabber Video、E20、および EX シリーズと MX シリーズなどのエンドポイントは、プ
ロビジョニングを要求できます）。Expressway は Cisco TMS を使用して、配布用の設定と電話帳情報を取得する必要が
あります。 

 [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（460 ペー
ジ）」の項を参照してください。 

 [TURN リレー (TURN Relays)]：この Expressway（または Expressway クラスタ）が割り当てられる同時発生 TURN リ
レーの数。詳細については、「ICE と TURN サービスについて（70 ページ）」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。 

 [高度のアカウント セキュリティ (Advanced account security)]：厳重にセキュリティ保護されたインストール環境用の
高度なセキュリティ機能と制限を有効にします。 

 [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。 
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 [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。 

「クラスタ内でのライセンスの使用状況（204 ページ）」で、リッチ メディア セッションおよび TURN リレーのオプション 
キーのライセンスがクラスタ内のすべてのピアでどのように共有されるかについて参照してください。 

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（464 ページ）」を参照してください。 

デモ オプション キーの削除 

機能のオプション キーをシステムに永続的にインストールするには、まず機能に関連するデモ オプション キーを確実に削除
し、システムを再起動する必要があります。 

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きに機能がロックされ、動作が停止する可能性があり
ます。 

Web インターフェイスを使用したオプション キーの追加 

オプション キーを追加するには、次の手順を実行します。 

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用として提供されたキーを入力します。 

2. [オプションの追加 (Add option)] をクリックします。 

次のオプション キーは、オプション キーを有効にする前に Expressway の再起動が必要です。 

 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） 

再起動が必要になると、Web インターフェイス上にアラームが表示され、システムを再起動するまで通知としてそのまま表示さ
れます。ただし、その間に引き続き Expressway を使用して設定できます。 

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 
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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。 

セキュリティについて 

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。 

表 18： さまざまな接続タイプにおける Expressway 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。 

注：CA 証明書または CRL の有効期限切れを許可し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。 
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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。 

証明書のインストール手順については、「信頼できる CA 証明書リストの管理（342 ページ）」と「Expressway のサーバ証明
書の管理（342 ページ）」を参照してください。詳細については、『Certificate Creation and Use with Expressway 
Deployment Guide』を参照してください。 

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 接続で証明書検証が必須の場合、Expressway に示される証明書はこのリスト内の信頼できる CA によっ
て署名され、ルート CA への完全な信頼チェーン（中間 CA）が存在する必要があります。 

 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)] で必要な PEM ファイルを参照
し、[CA 証明書の追加 (Append CA certificate)] をクリックします。この手順によって、CA 証明書の既存のリストに新
しい証明書を追加します。特定の発行者およびサブジェクトの既存の証明書を交換する場合は、手動で以前の証明書を削
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、[デフォル
ト CA 証明書にリセット (Reset to default CA certificate)] をクリックします。 

 現在アップロードされている信頼できる 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 [すべて
表示（復号化）(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 [すべて表示（PEM ファ
イル）(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 [表示（復号化）(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、[削除 (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 の証明書ファイルに 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 キーに基づいた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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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（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。 

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。 

 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。 

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。そのため、証明書要求を生成し、取得するために外部機能を使用する
必要はありません。 

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（344 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（77 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ローカル ファイル システムに要求を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 [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）。 
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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、[CSR の破棄 (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。 

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、server 
certificate 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証明書署名要求 (CSR) を生成する場合は、サーバ証明書を暗号化するために使用した server 
private key PEM ファイルもアップロードする必要があります（Expressway を使用して、このサーバ証明書用の CSR 
が作成された場合、秘密キー ファイルは、前もって自動的に生成および保存されます）。 

 PEM ファイル server private key 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. [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。 

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。 
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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、複数のエントリはカンマ
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（たとえば chatroom1.example.com）。これらは、フェデレーテッド連絡先との 
TLS を介したグループ チャットをサポートするユニファイド コミュニケーション XMPP フェデレーション導入にのみ必
要です。 

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 15： 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 Mobile & Remote Access 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。 
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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 の対応する [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 16： 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 

 

証明書失効リスト (CRL) の管理 

証明書失効リスト (CRL) のファイルは、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。 
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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 

 チェックされる証明書の OCSP (Online Certificate Status Protocol) レスポンダ URI を経由（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 

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、CRL データ ソースは、[SIP] 設定ページの [証明書失効確認 (Certificate revocation 
checking)] 設定に従います。 

 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とき、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。 

（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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

メンテナンス 

348 

 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. [毎日の更新時刻 (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、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。 

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（346 ページ）」を参照してください）。また、
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、失効の送信元に通信できない
など、失効ステータスを確立できない場
合の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）。 

[未失効として処理 (Treat as not 
revoked)]：証明書を失効していないとし
て処理します。 

デフォルト：[未失効として処理 (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取れない場合、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。 
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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）は通常はスマート 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。 
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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。 

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。「高度なアカウント セキュリティ モードの設定（360 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。 

http://php.net/manual/en/book.pcre.php
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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。 

 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
（346 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。 

http://php.net/manual/en/book.pcre.php
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 [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。 

 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。 
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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 

 転送プロキシ（ポート 8445 経由） 

 リバース プロキシ（ポート 8443 経由） 

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 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。 
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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。 

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 Mobile & Remote Access (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（ケーシングを含む）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。設定に失敗すると、Cisco Jabber 
クライアントが MRA に正常に登録できなくなります。 

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

SNI のコール フロー 

1. MRA クライアントが登録されると、ユーザは 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（顧客ドメイン）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/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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 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、ドメインの不一致の場合、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 によって返された mra-host.sp.com の代わりに mra-host.example.com に
変更）。 

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)]）から管理します。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の表示。 

 証明書署名要求 (CSR) を生成します。 

 新しいドメイン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。[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。そのため、証明書要求を生成し、取得するために外部機能を使用する必要はあ
りません。 

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（359 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。 
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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 [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）。 

（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、[CSR の破棄 (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。 

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。 
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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、安全性の高い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 ○ ○ 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 ○ ○ 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。 

オプション なし ○ 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 なし ○ 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 なし ○ 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。 

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。 

 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 mode)] を [オン (On)] に設定します。 
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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。 

 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（351 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)] ページにはシステム プラットフォームの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 (intrusion protection)] 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（[メンテナンス (Maintenance)] > [高度なセキュリティ (Advanced security)]）
を無効にします。 

3. サインアウトします。 
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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（初期設定へのリセット）（444 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
とを確認する。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する。 

 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。 

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。 

System > SNMP > v3 Authentication > Type = SHA 
System > SNMP > v3 Privacy > Type = AES 

System > Time > NTP server n > Authentication= 対称キー 

System > Time > NTP server n > Hash= SHA-1 
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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. 有効なキーがあることを確認します（これは、[メンテナンス (Maintenance)] > [オプション キー (Option keys)] で確認
します）。 

2. 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。 

FIPS140-2 モード中にバックアップを実行するには、パスワード保護が必要です。 

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. システムに設定が適用されて、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. 復元を、必要に応じて以前のデータに対して実行します。 

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 

 暗号化されたバックアップ/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 
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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 

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)] ボタンを
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。 
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.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。 

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） 
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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。 

 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（ただし、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ない） 

 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
（214 ページ）」を参照してください。 

システム バックアップの作成 

はじめる前に 

 バックアップ ファイルには認証データなどの機密情報が含まれているため、バックアップ ファイルを暗号化することを
特にお勧めします。 

 バックアップは、バックアップを作成したときと同じソフトウェア バージョンを実行しているシステムにのみ復元でき
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。 
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パスワード 

 以前のバックアップを復元する際に、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。 

Process 

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. （任意。ただし推奨。）バックアップ ファイルを暗号化する [暗号化パスワード (Encryption password)] を入力します。 

パスワードを指定すると、今後、バックアップ ファイルを復元する場合に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。 

5. バックアップ ファイルの準備が完了すると、保存するように求められます。デフォルト名は次の形式になります。 
<ソフトウェアのバージョン>_<ハードウェアのシリアル番号>_<日付>_<時刻>_backup.tar.gz  

暗号化のパスワードを指定した場合、通常のファイル拡張子は .tar.gz.enc です。ただし、暗号化されたバックアップ 
ファイルの作成に Internet Explorer を使用する場合、ファイル名の拡張子はデフォルトで .tar.gz.gz になります。ファイ
ル名の拡張子が異なっても動作に影響はありません。サポート対象のブラウザを使用して暗号化されたバックアップ ファ
イルを作成および復元できます 

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 

 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が含まれます。 

 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。 
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 （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、「クラスタのアップグレード、バックアップ、および復元（214 ページ）」を参照してくだ
さい。 

パスワード 

 以前のバックアップを復元する際に、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。 

Process 

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（初期設定へのリセット）（444 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 システムについては、「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については、『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。パスワードを使用せずにバックアップ ファイルを作成した場合は、空白のままにします。 

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。 
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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。 

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。 

また、長時間に渡ってシステム アクティビティの診断ログを生成し、ログをダウンロードすることができます。そのため、その
ログをシスコ カスタマー サポートの担当者に送信できます。ロギング進行中に tcpdump を取得して順次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 (Diagnostics logging)] に移動します。 

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。 

https://tools.ietf.org/html/rfc7989
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4. （オプション）マーカー テキストを入力して、[マーカーを追加 (Add marker)] をクリックします。 

 特定のアクティビティが実行される前に、マーカー機能を使用して、ログ ファイルにコメント テキストを追加できま
す。これは、ダウンロードされた診断ログ ファイルで関連するセクションを後で識別するのに役立ちます。 

 診断ログの進行中に、必要なだけマーカーを追加できます。 

 マーカー テキストは「DEBUG_MARKER」タグと一緒にログに追加されます。 

5. 診断ログでトレースするシステムの問題を再現します。 

6. [ログの停止 (Stop Logging)] をクリックします。 

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

ダウンロードした診断ログ アーカイブには次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 メッセージが含まれています 

 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含まれてい
ます 

 xconf_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.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含ま
れています 

 xstat_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.xml：XML 形式での xstatus のさらに完全なバージョン 

 （関連する場合）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含まれています 

要求されていた場合は、これらのファイルを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のみに送信
してください。ファイルを送信する前に暗号化を検討し、復号パスワードもアウトオブバンドで送信します。 

次の点に注意してください。 

 一度に 1 つの診断ログのみを作成できます。以前作成したログは新しく作成された診断ログに置換されます。 

 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。診断のロギング機能は、こ
の統合ログの部分を抽出することで動作します。ビジー システムでは、統合ログ ファイルが徐々にいっぱいになり、履
歴ログ データを破棄することがあります。これにより、現在のアクティビティのロギングを継続できます。つまり、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ります。診断ログ ファイルの一部をダウンロードしようとすると、
警告されます。 

 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。 
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 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。 

 ロギングの開始と停止の操作は、現在のピアかどうかにかかわらず、クラスタ内のすべてのピアに適用されます。 

 tcpdump 操作の実行は、現在のピアかどうかにかかわらず、クラスタ内のすべてのピアに適用されます。 

 各クラスタ ピアがそれ自体の統合ログを保持し、そのピアに発生したアクティビティのみを記録します。 

 マーカー テキストは現在のピアのログのみに適用されます。 

 診断ログは現在のピアからのみダウンロードできます。 

 他のピアのログにマーカーを追加する、または診断ログを他のピアからダウンロードするには、そのピアに管理者として
ログインする必要があります。 

デバッグのための総合的な情報を収集するには、クラスタ内の各ピアの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。発生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、ファイルは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。 

複数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 (Status snapshot)]：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 (Logs snapshot)]：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 (Full snapshot)]：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 ファイルの準備が完了するまでに数分かかることがあります。また、スナップ ショットが進行中は、システ
ムのパフォーマンスの低下につなが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、次の手順を実行します。 

1. スナップショット ボタンのいずれかをクリックして、スナップショット ファイルのダウンロードを開始します。通常、
サポート担当者がどのタイプのスナップショット ファイルが必要かを連絡します。 

 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実行します。必要に応じて、ス
ナップショット ページから移動して、後でそのページに戻り、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）。サポート担当者にファイルを簡単に
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 レベルが備わっています。 

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。 
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 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 レベルが備わっています。 

3. [保存 (Save)] をクリックします。 

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 

 レポートを Expressway の Web インターフェイスから表示する 

 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は、シスコ カスタマー サポートが障害の原因を診断するために使用します。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 レポートの注意：プライバシー保護された個人データ 

いかなる場合も、プライバシー保護された個人データをシスコに送信するいかなるレポートにも含めないでください。 

プライバシー保護された個人データとは、見込み客、以前の顧客、および既存の顧客、あるいは従業員またはその他の個人また
はエンティティに関する個人情報が含まれた情報源から何らかの手段で顧客が受け取った、またはそれらから得た、個人または
エンティティ関する情報のことです。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、電子的アドレス、社会
保障番号、クレジット カード番号、顧客専用ネットワーク情報（47 U.S.C. § 222 およびその施行規則で定義）、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、人口統計情報、ならびに、単独か、組み合わせかによらず、特定の
個人に固有の情報を提供する可能性のあるその他のあらゆる情報が含まれますが、これらに限定されません。 

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。こうすることで、シスコ カスタマー サポート
にファイルを転送する前に、機密情報を編集して削除できます。 

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。 
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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. これはオプションです。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. これはオプションです。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://www.example.com:3128/ など、(http|https)://address:port/ という形式を使用してください。 

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。 

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 レポートの手動送信 

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 レポートを手動でシスコ カスタマー サポートに送信するには、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。
ファイルを保存するオプションが表示されます。 

4. シスコ カスタマー サポートに転送できる場所にファイルを保存します。 

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 レポートの詳細は Base64 で符号化されているため、ファイル内の情報を理解できるように表示
または編集することはできません。 

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。 
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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。レポートはインシデントごとに生成されます。また、これらのレポートに含まれている情報は
シスコ カスタマー サポートが障害の原因を診断するために使用します。 

各レポートには次の情報が表示されます。 

フィールド 説明 
時刻 (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 (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。 

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、[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
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 
時刻 (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。 
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フィールド 説明 
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 これが（開発ビルドではなく）リリース ビルドかどうか示す 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 スタックとレジスタの値の完全なトレース 

 

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 

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。 
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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）、またはその他の設
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（219 ページ）」を参照してください。 
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ポートの使用元 

[メンテナンス (Maintenance)] > [ツール (Tools)] > [ポートの使用元 (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)] が含まれています。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（380 ページ） 

 ローカル アウトバウンド ポート（381 ページ） 

 リモート リスニング ポート（381 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。 

「ポート リファレンス（448 ページ）」で、Expressway が使用する特定のポートに関する詳細を参照してください。 

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
用元 (Port usage)] > [ローカル インバウンド ポート (Local inbound ports)]）には、他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 
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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
の使用元 (Port usage)] > [ローカル アウトバウンド ポート (Local outbound ports)]）には、他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 

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
用元 (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。 

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 (Traceroute)]：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 (Tracepath)]：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 (DNS lookup)]：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。 
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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。 

接続試行の結果を示した新しいセクションが表示されます。成功した場合は、次の情報が表示されます。 

ホスト 照会したホスト システムが返したホスト名と IP アドレス。 
応答時間（ミリ秒）
(Response time 
(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。
また、パスの各ノードの詳細と、各ノードが要求への応答にかかった時間を報告します。 

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、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したバナーとともに、パス内の各ノードの次の情報を示す新しいセクションが表示されます。 

TTL （存続時間）((Time to live)) これは、ノードのシーケンス番号を示す要求ホップ 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。 
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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。 

これにより、指定したホスト名について DNS を照会し、ルックアップが成功した場合は、クエリの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。 

 照会するホストの名前、または 

 リバース 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 (All)  すべてのレコード タイプ 
A (IPv4 アドレス) (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 アドレス) 
(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 
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オプション 検索対象 
SRV（サービス）(SRV 
(services))  

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（URI またはその他のドメイン名などに）書き換えるレコード 

 

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. [検索 (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 は、ホストについて最初にクエリされます。 

 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 は、Host.<system_domain> について最初にクエリされます。 

 Host.<system_domain> のルックアップが失敗すると、ホストに対する追加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では、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。 
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結果 

すべてのクエリの結果を示した新しいセクションが表示されます。成功した場合は、次の情報が表示されます。 

クエリ タイプ 
(Query type)  

Expressway によって送信されたクエリのタイプ。 

[名前 (Name)] クエリへの応答に含まれるホスト名。 
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ています。 
タイプ (Type)  クエリの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。 

 

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)]）では、
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します。 

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唆します。シスコ カスタマー サポート担当者にご連絡ください。 

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、システム アラームが発生し、システムが再起動するまではそのままになります。 

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。 

通常、リブートはソフトウェアのアップグレード後にのみ必要であり、アップグレード プロセスの一環として実行されます。ま
た、予期せぬシステム エラーの解決を試みているときにもリブートが必要な場合があります。 

シャットダウン 

通常、メンテナンスや再配置などの前にユニットのプラグを抜く場合にシャットダウンが必要になります。システムは、プラグ
を抜く前に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。 
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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。 

場合により、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：[再起動しています (Restarting)] または [リブートしています (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や指示がない限り、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。 

これらの機能は次のとおりです。 

 デバッグおよびシステム管理ツール（387 ページ） 

 試験的メニュー（387 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には、次の手順を実行します。 

1. SSH セッションを開始します。 

2. 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。 

試験的メニュー 

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 チームと開発チームのみが使用するために用意されています。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には、次の手順を実行します。 

1. 次の場所に移動します。https://<Expressway のホスト名または IP アドレス>/setaccess  
[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 [試験 (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
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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。 

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 システムが最後に再起動されてからの経過時間。 
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） 

 TURN リレー（Expressway-E のみ） 

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。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。 
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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（202 ページ）」を参照してください。 

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 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。 
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フィールド 説明 
[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 [時間 (Time)] ページで設定したタイム 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。 

 

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 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 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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

概要およびステータス情報 

392 

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 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、いずれかのプロトコルを使用したコールを受け入れます。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。 

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。 
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 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） 

 TURN リレー（Expressway-E のみ） 

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。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。 

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。 

次のタイプのライセンスが、ライセンスがインストールされているピアであるかどうかにかかわらず、クラスタ内のピアで使用
す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 

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。 

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。この 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。クラスタの容量を同じに維
持するには、ピアの問題を解決するか、新しいオプション キーをクラスタ内の別のピアにインストールするかのいずれかを実行
する必要があります。 

各 Expressway システムが使用できるライセンスの最大数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。 
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表 19： ピアが使用可能な最大ライセンス数 
  小規模/中規模のシス

テム 
大規模‡ / CE500/ CE1000 / CE1100 シス
テム 

リッチ メディア セッション 150† 500

ルーム/デスクトップ システムの
登録 

2500 5000（MRA 登録の場合は 2500） 

TURN リレー* 1800 6000

 

‡ X8.10 以降から、大規模システムの拡張性を実現するために 10 Gbps の NIC を必要とする要件が削除されます。1 Gbps の 
NIC を使用する大規模なシステムの容量を、帯域幅制約の対象とすることが可能になりました。 

† これは、システムが使用できるライセンスの最大数です。具体的には、ピアが使用できなくなり、他のピアがそのピアのライ
センスを使用してクラスタ全体のキャパシティの一部を担う場合にこの制限が適用されます。これは実稼働能力を制限するもの
ではなく、影響を受けたピアが通常のサービスに戻れるようにする一時的な対策です。小または中容量のプラットフォームに 
100 を超えるライセンスをインストールしないことを強く推奨します。 

* 大規模システムでは、TURN の総容量である 6000 リレーが 6 つのポートに均一に展開されており、各ポートが処理できるの
は 1000 リレーまでになっています。小/中規模システムには、最大 1800 のリレーを処理する単一の TURN ポートがあります。 

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、登録ライセンスおよび TURN リレー ライセンスの概要
を表示するには、[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)] セクションまでスク
ロール ダウンします。 

クラスタ間コールで使用されるライセンス 

ここでは、同じクラスタの異なるピアにエンドポイントを登録した場合に使用するライセンスについて説明します。 

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。これは、「登録済み」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は B2BUA が実行される Expressway の RMS ライセンスを消費します。 

詳細については、「クラスタについて（202 ページ）」を参照してください。 
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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。 

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 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。 

終了時間 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。
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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。 

 [登録解除 (Unregister)] をクリックし、デバイスの登録を解除します。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、デバイスが自動的に再登録されることを防ぎます（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。 

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：[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：[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。 
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コールのサマリ情報 

次のサマリ情報が最初に表示されます。 

フィールド 説明 
開始時刻 コールが発信された日時。 
終了時間 コールが終了した日時（完了したコールのみ）。 
時間 
(Duration)  

コールの時間。 

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。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 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)  コールが確立されるクラスタ ピアを示します。 
アクション 
(Actions)  

[表示 (View)] をクリックし、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。 

 

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）のリストが示された [コール メディア (Call media)] ページも表示さ
れます。 
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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、[他のクラスタ ピアの関連コールを表示 (View associated call on other cluster peer)] をクリックします。 

Mobile & Remote Access コールには、コールが Expressway-C で表示されるか Expressway-E で表示されるかによって、さま
ざまなコンポーネントの特性があります。 

 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あり、それが 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 

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 SIP へのインターワーキングされた H.323 コール：[切断 (Disconnect)] コマンドで、コールが実際に切
断されます。 

 SIP から SIP へのコール：[切断 (Disconnect)] コマンドによって、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、コールは切断されたとシステムは認識します。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 による 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。ブラウザのページを更新する必要がある場合があります。 
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B2BUA コール 

[B2BUA コール (B2BUA calls)] ページ（[ステータス (Status)] > [コール (Calls)] > [コール (Calls)] ページまたは [ステータス 
(Status)] > [コール (Calls)] > [履歴 (History)] ページをクリックし、特定の B2BUA コールの [表示 (View)] をクリック）に、
B2BUA によりルーティングされたコールに関する概要情報が表示されます。 

次の場合に、B2BUA によってコールがルーティングされます。 

 メディア暗号化ポリシー（[自動 (Auto)] 以外の暗号化設定）がコールに適用されている  

 ICE メッセージング サポートがトリガーされている 

 Microsoft 相互運用性サービスが有効になっており、コールが To Microsoft destination via B2BUA というネイバー 
ゾーンを通じてルーティングされている  

Microsoft 相互運用性コールでは、[対応する Expressway コール (Corresponding Expressway call)] のリンクをクリックする
と、Expressway を通過するリンク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 コールのメディア (B2BUA call media)] ページ（[B2BUA コール (B2BUA calls)] ページから [このコールのメディア統計
情報を表示 (View media statistics for this call)] をクリックしてアクセス）には、B2BUA を通過してコールを確立したメディア 
チャネル（音声およびビデオ）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、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。 

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に求める要
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。 
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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（272 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 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。このページにはこの検索
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  
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検索に関連付けられた他の情報と（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。 

 [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コール情報を表示 (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他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。 

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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

概要およびステータス情報 

402 

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 (Name)] 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。 
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。 
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。 

 

Bandwidth 

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 (Name)] 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。 
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。 

 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

概要およびステータス情報 

403 

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。 

フィールド 説明 
[名前 (Name)] 各パイプの名前。パイプの [名前 (Name)] 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。 
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、次にサーバ 3 アドレスとい
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。 
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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。 

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。 

ステータス 
(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 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 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。 
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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。 

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。 
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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)] 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 
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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。 

 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」のセクション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。 

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。サーバは、デバイス プロビジョニ
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動作します。 

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。 
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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 

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 
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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、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 FindMe 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)] > [FindMe] に移動した後、関
連する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。 
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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、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)  

 Entries（エントリ） 

 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。 

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。 
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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。 

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)] に確認するユーザ アカウントの名前が表示されていることを確認します。 

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。また、アラームは、ディスクやファンの不良、または高温などのハードウェアや環境上の問題によって発生することもあり
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。 
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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 (Category)  

10nnn ハードウェアに関する問題 
15nnn ソフトウェアの問題 
20nnn クラスタ関連の問題 
25nnn ネットワークとネットワーク 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とサービス（ポリシー サービスまたは 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 一般的な 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。 

 [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るため、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。 
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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、[その他のオプション (more options)] をクリックします。これにより、さらに多くの
フィルタリング方法が提供されます。 

 [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。 

 [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。 

 [どの単語も含まない (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、[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。 
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[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すると、同じテキスト文字列を含んでいるイベントのみが
表示されます。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 
 TLS Negotiation Error 
 External Server Communications Failure 
 Application Failed 
 Request Failed 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

概要およびステータス情報 

416 

 System Backup Error 
 System Restore Error 
 Authorization Failure 
 Intrusion Protection Blocking 

イベント ログの形式および内容の詳細については、「イベント ログ形式（421 ページ）」と「イベントとレベル（424 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 設定へのすべての変更のリストが表示されます。 

設定ログには最大 30 MB 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。Web インター
フェイスを通じ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、さらに多くの
フィルタリング方法が提供されます。 

 [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。 

 [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。 

 [どの単語も含まない (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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[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、最新のものが最初に示されます。 

ほとんどのイベントには、1 つ以上のフィールド内にハイパーリンクが含まれています（このようなリンクにマウスのカーソル
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すると、同じテキスト文字列を含んでいるイベントのみが表示され
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。 

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。 

これらの各イベントの [詳細 (Detail)] フィールドの表示内容： 

 影響を受けた設定項目 

 変更前および変更後 

 変更を行った管理者ユーザの名前と 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、さらに多くの
フィルタリング方法が提供されます。 
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 [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。 

 [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。 

 [どの単語も含まない (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。 

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には、1 つ以上のフィールド内にハイパーリンクが含まれています（このようなリンクにマウスのカーソル
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すると、同じテキスト文字列を含んでいるイベントのみが表示され
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。 

ハードウェアのステータス 

[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 
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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。 

水準器  割り当てられたイベント 
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 のイベントに加えて、次のイベントがあります。 

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 ログの形式 

イベント ログは UNIX syslog の拡張形式で表示されます。 

date time process_name: message_details 

引数の説明 

フィールド  説明 
date  メッセージがログに記録された日付。 
時刻  メッセージがログに記録されたローカル時刻。 
process_name  ログ メッセージを生成するプログラムの名前。次の情報が含まれる場合もあります。 

 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） 

 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。 
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フィールド  説明 
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）。 

 

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関しては、メッセージの本文が含まれている message_details 
フィールドは、人間が判読でき、スペースで区切られた多くの name=value の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、MARK 文字列を含んでいる syslog.info イベントは、非アクティブの状態が 1 時間経過する
ごとにログに記録され、ロギングがまだアクティブであることを確認します。 

[名前 (Name)] 説明 
イベント  生成されるログ メッセージの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。 
ユーザ (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。 
プロトコル  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 

理由 (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。 
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[名前 (Name)] 説明 
サービス  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 

 クラスタリング 

 ConferenceFactory 
Message 
Type  

メッセージのタイプを指定します。 

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。 
詳細 (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。 
方法  SIP メソッド（INVITE、BYE、UPDATE、REGISTER、SUBSCRIBE など）。 
連絡先 
(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。 

タグ  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。 
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[名前 (Name)] 説明 
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。 

時間 
(Duration)  

要求/付与された登録満了期間 

時刻 (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。 

水準器  「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のログ。 
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。 

イベント  説明  水準器
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。詳細が、Detail イベント パラメータに示され

る可能性があります。 
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。詳細が、Detail イベント パラメータに示される可能性があり

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。
詳細が、Detail イベント パラメータに示される可能性があります。 

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
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イベント  説明  水準器
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 は [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 パスから削除されています。 

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

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
や制限を指定します。 

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
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イベント  説明  水準器
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
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

プロビジョニング  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 パラメータに特定の情報が示され
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 パラメータおよび Detail イベント パラメータ
によって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 パラメータは登録が削除され
た理由を明示します。理由はつぎのいずれかです。 

 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
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イベント  説明  水準器
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 パラメータに特定の情報が示され

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

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 パラメータには、変更された設定項
目の名前と新しい値が含まれています。 

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
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イベント  説明  水準器
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含まれていることがあります。 

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
特定の情報が示されます。 

1

 

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> 
  

http://tools.ietf.org/html/rfc3880
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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。 

アドレス スイッチには、field と subfield の 2 つのノード パラメータがあります。 

アドレス (Address)  

address コンストラクトを 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。 

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 パラメータで考慮する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。 
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フィールド パラ
メータの属性 

SIP H.323

authenticated-
origin 

および 

元 

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。 

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。 

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。 
ホスト 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。 
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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 で指定したアドレスが見つからなかったものの、前のアドレス ノードが一致しなかった
場合に実行されます。 

Not-Present 

not-present ノードは、address-switch で指定したアドレスがコール セットアップ メッセージに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）。 

参照先 

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 ノードでは、コールを異なる宛先にリダイレクトできるよう
に場所の設定を変更できます。 

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。 

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。指定された文字列で 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。 
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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。 

プロキシ 

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 ノード次のオプション パラメータをサポートします。 

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 
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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。 

障害 プロキシがコールのルーティングに失敗しました 
通話中 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。次に例を示します。 

 <proxy timeout="10"> 
   <busy> 
     <!--If busy route to recording service--> 
     <location clear="yes" url="recorder"> 
       <proxy/> 
     </location> 
   </busy> 
 </proxy> 
  

却下 

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。 

 タイム スイッチ 

 文字列スイッチ 

 言語スイッチ 

 プライオリティ スイッチ 

 リダイレクト 

 メール アドレス 

 ログ 

 サブアクション 
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 参照 

 削除ロケーション 

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（246 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（160 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（246 ページ）」を参照してください。 
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この例では、ユーザの ceo が、ユーザの 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" 
   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（246 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) --> 
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             <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> 
  

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（246 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> 
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           <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（246 ページ）」を参照してください。 

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。 

これを行う方法は 2 つあります。address-switch ノードか taa:rule-switch ノードを使用することです。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> 
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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> 
  

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 
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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。手順は次のとおりです。 

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 

引数の説明 

<ldap_base> は Active Directory サーバのベース DN です。 

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 [ユーザーとコンピュータ (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)] を右クリックして選択します。 

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。 
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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. 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 

引数の説明 

<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、ID が meetingroom1、パスワードが mypassword の、認証時に使用
された H.235 クレデンシャルと 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。 

エイリアスが LDAP データベースにない場合の動作の詳細については、「LDAP を使用したデバイスの認証」セクションの「登
録のエイリアスのソース」を参照してください。 

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 MMC スナップイン使用して確認できます。 

 使用するために証明書と関連付けられているキーをどのように取得したかに関する個人の詳細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。 
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 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 

次の手順は、OpenLDAP サーバがすでにインストールされていると想定しています。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。次に例を示します。 

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。次に commobject.schema の例を示します。 

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. 各スキーマ ファイルを slapcat を使用して 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 

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: 

http://www.openldap.org/
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5. 各スキーマを ldapadd を使用して 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. ldif ファイルを slapadd により、次の形式で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. ldif ファイルを slapadd により、次の形式で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、ID が meetingroom1、パスワードが mypassword の、認証
時に使用された H.235 クレデンシャルと 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。 

エイリアスが LDAP データベースにない場合の動作の詳細については、「LDAP を使用したデバイスの認証」セクションの「登
録のエイリアスのソース」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。手順は次のとおりです。 

 /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。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

444 

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。 

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。 

（注） 

 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。 

 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（以下で説明するように、必要に応じてオプション キー、SSH キーや FIPS140 モードのような
いくつかの設定値を維持することは可能ですが、これらの値はすべてリセットすることをお勧めします）。 

必要なファイル 

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。
/mnt/harddisk/factory-reset/ システム フォルダに保存されている次の 2 つのファイルが再インストールに使用されます。 

 次の名前の、16 文字のリリース キーを含んだテキストファイル：rk 

 次の名前の、ソフトウェア イメージを含んでいる .gz 形式のファイル：tandberg-image.tar.gz 
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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。 

デフォルト設定へのリセットのプロセス 

この手順はシリアル コンソールから（またはキーボードとモニタ接続のアプライアンスへの直接接続により）行う必要がありま
す。ネットワーク設定が書き換わるため、すべてのコールとリセットを開始するために使用された SSH セッションは切断され、
手順の出力が見られなくなります。 

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. ここで、factory-reset と入力します。 

3. 必要に応じて質問に回答します。 

推奨される応答のとおりに入力した場合、システムは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]?) 

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. 続行するかを確定します。 

5. シリアル ブート後、インストール ウィザードに移動します。ステップ 3 の応答により、ウィザードの質問の一部は省略
される可能性があります。 

注：FIPS140 を使用していて、再度有効にするには、「Maintain and Operate Guides」ページにある『Cisco Expressway 
Administration Guide』の関連するセクション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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-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場合、入力している文字の代わりにプレースホルダ文字（ブ
ラウザによってドットやスターなど）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 Maximum length

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 は多くの機能でパターン マッチングを使用します。即ち検索前変換や検索ルールとゾーン変換を設定するときです。 

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
スに一致する。 

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。 

適用されない 

%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。 

適用されない 

%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。 

%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。 
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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 
%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。 

適用されない 

%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 

次の表に、一般的なサービスおよび機能に対して Expressway が使用する IP ポートとプロトコルを示します。以下の項も参照し
てください。 

 Microsoft 相互運用性ポート リファレンス（456 ページ） 

 Mobile & Remote Access のポート リファレンス（113 ページ） 

これらの表には、各サービスの一般的なデフォルト値が示されていますが、これらのデフォルト値の多くは設定が可能です。シ
ステムで使用される実際のサービスおよびポートは設定、インストールされているオプション キー、および有効になっている機
能によって異なります。特定の Expressway で使用されるすべての IP ポートの特定のリストは、ポートの使用状況ページ（[メ
ンテナンス (Maintenance)] > [ツール (Tools)] > [ポートの使用状況 (Port usage)]）に表示できます。 

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。 
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ローカル Expressway のインバウンド/アウトバウンド ポート 

これらは、他のシステムとの通信の受信（インバウンド）と送信（アウトバウンド）に使用する Expressway 上の IP ポート
です。 

表 20： ローカル インバウンド/アウトバウンド ポート 
サービス/ 
機能 

目的 Expressway ポー
ト（デフォルト）

方向 
(Direction)  

設定手段 

SSH 暗号化されたコマンド ライン管理。 22 TCP 受信 設定不可 
HTTP 非暗号化 Web 管理。 80 TCP 受信 設定不可 
NTP システム時刻の更新（H.235 およびセキュリ

ティに重要）。 
123 UDP 送信 設定不可 

SNMP ネットワーク管理。 161 UDP 受信 設定不可 
HTTPS 暗号化された Web 管理。 443 TCP 受信 [システム (System)] > 

[管理 (Administration)]
クラスタリング データベースの同期用のクラスタ ピア間の 

TLS。 
4371、4372 TCP インバウンドア

ウトバウンド 
設定不可 

リザーブ   636 受信 設定不可 
クラスタリング Expressway がクラスタの一部である場合は、

H.323 が無効になっていても、ピアとのインバ
ウンド通信とアウトバウンド通信にこのポート
が使用されます。 

1719 UDP インバウンドア
ウトバウンド 

[設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [H.323] 

DNS DNS サーバへの要求の送信。 1024 ～ 65535 
UDP

送信 [システム (System)] > 
[DNS] 

ゲートキーパー検
出 (Gatekeeper 
discovery)  

マルチキャスト ゲートキーパー ディレクトリ
Expressway は、[H.323 ゲートキーパー自動検
出モード (H.323 Gatekeeper Auto discover 
mode)] が [オフ (Off)] に設定されている場合
（これによって IGMP メッセージが無効にな
る）、このポートでリッスンしません。 

1718 UDP 受信 設定不可 

H.323 コール シグ
ナリング 

H.323 コール シグナリングをリッスンします。 1720 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [H.323]

Assent コール シ
グナリング 

Expressway-E の Assent シグナリング。 2776 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[トラバーサル 
(Traversal)] > [ポート 
(Ports)]

H.460.18 コール 
シグナリング 

Expressway-E の H.460.18 シグナリング。 2777 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[トラバーサル 
(Traversal)] > [ポート 
(Ports)]
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サービス/ 
機能 

目的 Expressway ポー
ト（デフォルト）

方向 
(Direction)  

設定手段 

トラバーサル サー
バ メディア逆多重
化 RTP/RTCP 

小規模/中規模システムでのみ、RTP/RTCP メ
ディアの逆多重化を行うために Expressway-E 
で任意で使用します。 

2776/2777 UDP インバウンド 
アウトバウンド 

[設定 (Configuration)] > 
[トラバーサル 
(Traversal)] > [ポート 
(Ports)]

TURN サービス Expressway-E 上の TURN リレー要求のリスニ
ング ポート。 

3478 UDP/TCP * 受信 [設定 (Configuration)] > 
[トラバーサル 
(Traversal)] > [TURN]

システム データ
ベース 

Expressway システム データベースへの暗号化
管理コネクタ。 

4444 TCP 受信 設定不可 

SIP UDP 着信 SIP UDP コールをリッスンします。 5060 UDP インバウンドア
ウトバウンド 

[設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [SIP]

SIP TCP 着信 SIP TCP コールをリッスンします。 5060 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [SIP]

SIP TLS 着信 SIP TLS コールをリッスンします。 5061 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [SIP]

SIP MTLS 着信 SIP 相互 TLS コールをリッスンします。 5062 TCP 受信 [設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [SIP]

B2BUA B2BUA が使用する内部ポート。これらのポート
に送信される他のトラフィックは、Expressway 
の設定不可ファイアウォール ルールによって自
動的にブロックされます。 

5071、5073 TCP 受信 設定不可 

トラバーサル サー
バ ゾーンの 
H.323 ポート 

特定のトラバーサル 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-E のポート。 

6001 UDP、新し
いゾーンごとに 
1 ずつ増加 

受信 [設定 (Configuration)] > 
[ゾーン (Zones)] 

トラバーサル サー
バ ゾーンの SIP 
ポート 

特定のトラバーサル 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-E のポート。 

7001 TCP、新しい
ゾーンごとに 1 ず
つ増加 

受信 [設定 (Configuration)] > 
[ゾーン (Zones)] 

H.225 および 
H.245 のコール シ
グナリング ポート
の範囲 

コール確立後にコール シグナリングに使用する
ポートの範囲。 

15000 ～ 19999 
TCP 

インバウンドア
ウトバウンド 

[設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [H.323] 

SIP TCP のアウト
バウンド ポートの
範囲 

リモート SIP デバイスへのアウトバウンド 
TCP/TLS SIP に使用するポートの範囲 

25000 ～ 29999 
TCP 

送信 [設定 (Configuration)] > 
[プロトコル 
(Protocols)] > [SIP] 

Ephemeral ポート 汎用 30000 ～ 35999 送信 [システム (System)] > 
[管理 (Administration)]
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サービス/ 
機能 

目的 Expressway ポー
ト（デフォルト）

方向 
(Direction)  

設定手段 

多重化トラバーサ
ル メディア 
(Assent、
H.460.19 の多重
化メディア)  

トラバーサル コール内の多重化メディアに使用
するポート。RTP と RTCP のメディア逆多重化
ポートがトラバーサル メディア ポート範囲の最
初から割り当てられます。 

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。 

2776、2777 また
は 36000、36001 
UDP（小/中規模シ
ステム） 

または 

36000 ～ 36011 
UDP（大規模シス
テム） 

インバウンドア
ウトバウンド 

[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)] 
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サービス/ 
機能 

目的 Expressway ポー
ト（デフォルト）

方向 
(Direction)  

設定手段 

多重化されていな
いメディア ポート
の範囲 

多重化されていないメディアで使用されるポー
トの範囲。この範囲のペアからポートが割り当
てられ、各ペアの最初のポート番号は偶数にな
ります。 

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。 

36002 ～ 59999 
UDP（小/中規模シ
ステム） 

または 

36012 ～ 59999 
UDP（大規模シス
テム） 

インバウンド 
アウトバウンド 

[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)] 

TURM リレー メ
ディア ポートの
範囲 

TURN メディア リレーに使用可能なポートの
範囲。 

24000 ～ 29999 
UDP  

インバウンドア
ウトバウンド 

[設定 (Configuration)] > 
[トラバーサル 
(Traversal)] > [TURN] 

 

2 つのサービスまたは機能が同じポートやプロトコルを共有できません。既存のポートまたは範囲を変更しようとし、それが別
のサービスと競合する場合はアラームが発生します。 

*大規模システムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。 
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リモート リスニング ポート 

次の表に、Expressway が通信するリモート システムのデフォルトのリスニング（宛先）ポートを示します。 

これらのすべての通信の Expressway 上の送信元ポートは、Expressway のエフェメラル範囲から割り当てられます。 

表 21： リモート リスニング ポート 
サービス/ 
機能 

目的 宛先ポート（デ
フォルト） 

設定手段 

DNS DNS サーバへの要求。 53 UDP [システム (System)] > [DNS] 
外部マネージャ 外部マネージャへのアウトバウンド接

続（Cisco TMS など）。 
80 TCP [システム (System)] > [外部マネージャ 

(External manager)] 
NTP システム時刻の更新。 123 UDP [システム (System)] > [時間 (Time)] 
LDAP アカウントの認証 ログイン アカウントの認証用の LDAP 

クエリ。 
389 / 636 TCP [ユーザ (Users)] > [LDAP 設定 (LDAP 

configuration)] 

TMS プロビジョニング拡
張機能 

Cisco TMSPE サービスへの接続。 443 TCP [システム (System)] > [TMS プロビジョニ
ング拡張サービス (TMS Provisioning 
Extension services)] 

インシデント レポート アプリケーションの障害の詳細情報の
送信。 

443 TCP [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)] 

サードパーティ製の 
FindMe/ユーザ ポリシー 
サーバ 

サードパーティ製の FindMe/ユーザ 
ポリシー サードへのアウトバウンド
接続。 

443 TCP [アプリケーション (Applications)] > 
[FindMe] 

リモート ロギング リモート syslog サーバへのメッセージ
の送信。 

514 UDP
6514 TCP 

[メンテナンス (Maintenance)] > [ロギング 
(Logging)] 

ネイバー (H.323)  ネイバー ゾーンへの H.323 接続。 1710 UDP [設定 (Configuration)] > [ゾーン (Zones)]
ネイバー (SIP)  ネイバー ゾーンへの SIP 接続。 5060/5061 TCP [設定 (Configuration)] > [ゾーン (Zones)]
トラバーサル ゾーン 
(H.323)  

トラバーサル サーバへの H.323 接続。6001 UDP [設定 (Configuration)] > [ゾーン (Zones)]

トラバーサル ゾーン (SIP)  トラバーサル サーバへの SIP 接続。 7001 TCP [設定 (Configuration)] > [ゾーン (Zones)]
エンドポイント (H.323)  エンドポイントのリスニング ポート 1720 TCP エンドポイントの登録によって定義 
エンドポイント (SIP)  エンドポイントのリスニング ポート 5060 / 5061

TCP / UDP
エンドポイントの登録によって定義 

システム メトリック コレ
クション 

リモート分析サーバへのメトリックの
パブリッシング 

25826 UDP [メンテナンス (Maintenance)] > [ロギング 
(Logging)] 

TURN メディア リレー TURN メディア リレーに使用可能な
ポートの範囲。 

24000 ～ 29999 
UDP  

[設定 (Configuration)] > [トラバーサル 
(Traversal)] > [TURN] (Expressway-E 上) 
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Mobile & Remote Access ポートのリファレンス 

ここでは、内部ネットワーク（Expressway-C が配置されている）と DMZ（Expressway-E が配置されている）間、および 
DMZ とパブリック インターネット間のファイアウォールで使用できる可能性のあるポートの概要を示します。 

Expressway-C（プライベート）から Expressway-E (DMZ) への発信 

目的 プロト
コル 

Expressway-C（送
信元） 

Expressway-E（リスニング） 

XMPP (IM and Presence)  [TCP] 一時ポート 7400

SSH（HTTP/S トンネル） [TCP] 一時ポート 2222

トラバーサル ゾーン SIP シグナリ
ング 

TLS 25000 ～ 29999 7001

トラバーサル ゾーン SIP メディア 

（X8.1 以降での小規模/中規模シス
テム用） 

UDP 36000 ～ 59999* 36000 (RTP)、36001 (RTCP)（デフォルト） 

トラバーサル ゾーン SIP メディア 

（大規模システム用） 

UDP 36000 ～ 59999* 

  

36000 ～ 36011（6 ペアの多重化メディア トラバーサル用 
RTP および RTCP ポート） 

 

Expressway-E (DMZ) からパブリック インターネットへのアウトバウンド 

目的 プロトコル Expressway-E（送信元） インターネットのエンドポイント（リスニング）
SIP メディア UDP 36002 ～ 59999 または  

36012 ～ 59999 

>= 1024

SIP シグナリング TLS 25000 ～ 29999 >= 1024

 

パブリック インターネットから Expressway-E (DMZ) へのインバウンド 

目的 プロト
コル 

インターネットのエン
ドポイント（送信元） 

Expressway-E（リス
ニング） 

XMPP (IM and Presence)  [TCP] >= 1024 5222 
HTTP プロキシ (UDS)  [TCP] >= 1024 8443

メディア UDP >= 1024 36002 ～ 59999 
または 

36012 ～ 59999* 
SIP シグナリング TLS >= 1024 5061

HTTPS（外部管理アクセスにのみ必要、非推奨） [TCP] >= 1024 443 
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Expressway-C から社内インフラストラクチャとエンドポイントへ 

目的 プロト
コル 

Expressway-C
（送信元） 

内部デバイスのポート/範囲 

XMPP (IM and Presence)  [TCP] 一時ポート 7400 (IM and Presence)  

HTTP プロキシ (UDS)  [TCP] 一時ポート 8443 (Unified CM) 

HTTP プロキシ (SOAP)  [TCP] 一時ポート 8443 (IM and Presence)  

HTTP/HTTPS（コンフィギュレーション 
ファイル取得） 

[TCP] 一時ポート (Unified CM) HTTP 6970 

または Cisco Jabber 11.x 以降で Unified CM 11.x 以降
が使用されている場合は、HTTPS 6972 

CUC（ボイス メール） [TCP] 一時ポート 443 (Unity Connection) 

Unity Connection からのメッセージ待機
インジケータ (MWI)  

[TCP] 一時ポート 7080 (Unity Connection)  

メディア UDP 36000 ～ 59999* >= 1024（メディア受信者、エンドポイントなど） 
SIP シグナリング [TCP] 25000 ～ 29999 5060 (Unified CM) 

セキュア SIP シグナリング TLS 25000 ～ 29999 5061 (Unified CM) 

 

* 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)]）。特定のポート ペアを設定しない場合（[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured 
demultiplexing ports)] が [いいえ (No)]）、Expressway-E はメディア トラバーサル ポート範囲の最初のポート ペア（デフォルト
では 36000 と 36001）でリッスンします。注：[設定済みの逆多重化ポートを使用 (Use configured demultiplexing ports)] 設定の
変更を有効にするには、システムの再起動が必要です。 

次の点に注意してください。 

 ポート 8191/8192 TCP および 8883/8884 TCP は、Expressway-C、Expressway-E アプリケーションで内部的に使用
されます。このため、これらのポートは、他の目的で割り当てることはできません。Expressway-E はポート 8883 で外
部的にリッスンするため、そのポートに TCP トラフィックをドロップする外部 LAN インターフェイスにカスタム ファイ
アウォール ルールを作成することを推奨します。 

 Expressway-E は SSH トンネル トラフィックをポート 2222 でリッスンします。このようなトラフィックの唯一の正当
な送信者は Expressway-C（クラスタ）です。このため、SSH トンネル サービスの次のファイアウォール ルールを作成
することを推奨します。 

 Expressway-C のピア アドレスすべてを許可する 1 つ以上のルール（必要に応じて、内部 LAN インターフェイス経由） 

 次に、SSH トンネル サービスのすべてのトラフィックをドロップするプライオリティの低い（数値が高い）ルール（必
要に応じて、内部 LAN インターフェイス上、またその場合に、外部インターフェイスですべてのトラフィックをドロッ
プする別のルール） 
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Microsoft 相互運用性ポート リファレンス 

以下にリストされたポート番号はデフォルトのポート値です。実際の導入で使用される値は変更されることがあります。たとえ
ば、レジストリ設定の変更、Microsoft インフラストラクチャやクライアントでのグループ ポリシーからの変更、Expressway
（[アプリケーション (Applications)] > [B2BUA]）での設定などで、値が変更されます。 

表 22： B2BUA と Microsoft 環境間 
目的 プロトコル Expressway ポート Microsoft ポート
Microsoft サーバへのシグナリング TLS 65072 5061（サーバ 

SIP リスニング 
ポート） 

Microsoft サーバからのシグナリング TLS 65072 一時ポート 
メディア  

（Microsoft 相互運用性サービスは別の「ゲートウェイ」
Expressway で実行される必要があるため、この範囲は標準ト
ラバーサル メディア ポートの範囲と競合しないようにする必
要があります） 

注：Expressway はメディア ストリームで受信した DSCP 情
報を転送しません。 

UDP および
TCP 

56000 ～ 57000  

[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)] を有効にした場合は、各
コールで最大 18 ポートを使用で
きます。 

「メディア ポート プールが使い
果たされました (Media port pool 
exhausted)」という警告が表示さ
れた場合は、この範囲を拡大して
ください。 

Microsoft クライ
アントのメディア 
ポート 

Microsoft クライアントから B2BUA への画面共有 [TCP] 56000 ～ 57000 Microsoft クライ
アントの RDP 
ポート 

 

表 23： B2BUA と内部ビデオ ネットワークの間 
目的 プロト

コル 
Expressway 
ポート 

 Expressway の IP ポート 

Expressway アプリケーションを用いた内
部通信 

TLS 65070 Expressway 上の SIP TCP のアウトバウンド ポート 

B2BUA から BFCP の有効な受信者へのト
ランスコードされたスクリーン共有 
(H.264)  

UDP 56000 ～ 
57000 

メディアの受信者は、導入やコールされたエイリアスにより
異なります（エンドポイント、TelePresence Server、
Expressway-C など） 
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表 24： B2BUA と TURN サーバをホストする Expressway-E 間 
目的 プロトコル B2BUA の IP ポート Expressway-E の IP ポート 
すべての通信 UDP 56000 ～ 57000 3478（メディア/シグナリング）* 

 

ファイアウォールが B2BUA から Expressway-E へのデータ トラフィックを許可するように開いていることを確認します。 

* 大規模システムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。 

表 25： 外部 Microsoft クライアントと Edge サーバ 
目的 プロト

コル 
Edge サーバMicrosoft ク

ライアント 
Microsoft クライアントと Edge サーバ間でシグナリングのために使用される SIP/MTLS
（Edge サーバへのすべての ICE メッセージングを含む） 

[TCP] 5061 5061

SIP/TLS [TCP] 443 443
STUN UDP 3478 3478
UDP メディア UDP 50000 ～ 

59999 
1024 ～ 
65535

TCP メディア [TCP] 50000 ～ 
59999 

1024 ～ 
65535

 

表 26： 外部 Microsoft クライアント/Edge サーバおよび Expressway-E 
目的 プロトコル Microsoft クライア

ント/Edge サーバ 
Expressway-
E 

ICE メッセージング (STUN/TURN)  

（Expressway-E は、Microsoft クライアントからの画面共有リレー要求を TCP 
3478 でリッスンし、A/V メディア リレー要求を UDP 3478 でリッスンする必要
があります） 

UDP およ
び TCP 

3478 3478

UDP メディア UDP 1024 ～ 65535 24000 ～ 
29999 

 

表 27： B2BUA と外部トランスコーダの間 
目的 プロトコル B2BUA の IP ポートトランスコーダ

(Transcoder) 
トランスコーダ (Cisco AM GW) との B2BUA 通信 TLS 65080 5061
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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一部にすぎません。正規表現構文の詳細
な説明については、『Regular Expression Pocket Reference』（出版物）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照合します。 

+ 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 と照合します。 

{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
各文字は個別に指定できます。また、範囲の最
初の文字を指定し、その後に - 文字を続け、次
に範囲の最後の文字を指定することで、範囲を
指定できます。 

[] 内に特殊文字は指定できません。それらの文
字はその文字のとおりに解釈されます。 

[a-z] は英字と一致します。 

[0-9#*] は単一の E.164 文字と照合されます。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。セット内の各文字は個別に指定できます。
また、範囲の最初の文字を指定し、その後に - 
文字を続け、次に範囲の最後の文字を指定する
ことで、範囲を指定できます。 

[] 内に特殊文字は指定できません。それらの文
字はその文字のとおりに解釈されます。 

[^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、文字の 
\1、\2 を使用した順序で参照されます。 

正規表現は、ユーザの完全な名前を含む URI をイニシャルに基づく 
URI へ変換するように構成できます。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 つの式または代替式と照合します。 .*@example. (net|com) はドメイン example.com または 
example.net の URI と照合します。 

\ 正規表現の特殊文字をエスケープします。 
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文字 説明 例 
^ 行の先頭を意味します。 

左中括弧の直後に使用すると、括弧内の文字を
無効にします。 

[^abc] は、a、b、または c のいずれでもない単一の文字と一致し
ます。 

$ 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。 

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。 

 英字 A ～ Z、および a ～ z 

 10 進数の数字（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（< および >） 

 アンパサンド (&)  

 キャレット (^)  
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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。 

 

コール タイプとライセンス 

 

Expressway のルームおよびデスクトップ登録 

X8.8 では TelePresence Room およびデスクトップ システム用に、SIP レジストラとして Expressway-C を使用する機能が導
入されました。さらに、その機能を持つ新しいライセンス モデルが導入されました。 

X8.9 では Expressway-C で H.323 ゲートキーパー機能を有効にする機能が拡張されました。 

SIP レジストラまたは H.323 ゲートキーパーとして Expressway を設定する場合、同時発生コール（VCS モデル）ではなく、同
時システム（Unified CM モデル）用にライセンスが必要です。 

SIP 導入の場合、次のライセンス タイプのいずれかまたは両方を Expressway-C に追加することで、これを実行できます。 

 TelePresence Room 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、ルーム システムと見なされる他のすべてのデバイスとともに、デスクトップ システムとして登録します。 

 Cisco TelePresence EX60 
 Cisco TelePresence EX90 
 Cisco DX70 
 Cisco DX80 

H.323 導入では、すべてのエンドポイントは TelePresence Room システム ライセンスを使用します。これはデスクトップと
ルーム タイプのエンドポイント間の違いを定めない 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 をサポートしないエンドポイントに対する
フォールバックとして使用できます。 

注：デスクトップ システムとして登録するためには（SIP のみ）、DX システムはバージョン CE8.2 以降、EX システムは 
TC7.3.6 以降で実行している必要があります。それよりも前のバージョンで動作している 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。 
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レジストラ機能の範囲は次のとおりです。 

 ローカル登録のライセンスを含むオプション キーは、Expressway-C 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-C ピアはお互いのライセンスを使用できます。ただ
し、ルーム システムはデスクトップ ライセンスを使用できず、デスクトップ システムはルーム ライセンスを使用するこ
とはできません。 

 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 は直接の登
録を受け入れることはできません。 

 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。 

 大規模 VM または CE1100 は、最大 5000 の登録、または 2500 の MRA 登録（CUCM にプロキシされる）をサポート
できます。 

ローカル登録、プロキシ登録（Expressway-E 経由）および MRA 登録はすべてこの数に加算されます。 

新しいライセンス モデルの導入により、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は RMS ライセンスを使用しません。ここで、「登録されているシステム」とは、
Expressway-E を介する Expressway-C へのプロキシ、または Expressway ペア (MRA) を介する隣接 Unified CM への
プロキシにより、Expressway-C に直接登録されているシステムのことです。 

 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は RMS ライセンスを使用しません。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 へのコールは RMS ライセンスを使用しません。 

 ただし、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。以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は Expressway-E に 1 つ必要
です。 

 ビジネス ツー コンシューマ コール (Jabber Guest)。以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は 
Expressway-E に 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。 

RMS ライセンスを消費するコールの詳細については、「コール タイプとライセンス（460 ページ）」を参照してください。 
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コール タイプ (Call Types)  

Expressway は次の種類のコールを区別します。 

登録済み：ローカルに登録されたエンドポイント（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
を使用しません。その権限は登録に含まれるからです。 

ライセンス登録内のコール権限には、次の状況が含まれます。 

 その他のエンドポイントへのコールが、ネイバーまたはトラバーサル ゾーン経由でルーティングされるときに、同じネッ
トワーク内の Unified CM または Expressway に登録されました。 

 Unified CM リモート セッション：これらは、Mobile & Remote Access (MRA) コール、つまり企業外にあり、Unified 
CM に登録されたエンドポイントに Cisco Expressway ファイアウォール トラバーサル ソリューション経由でルーティ
ングされるデバイスからのビデオまたは音声コールです。 

 シスコの会議リソース（CMR、TelePresence Server/TelePresence Conductor、または Acano サーバ）へのコール。 

注：これらのコールもボックスの物理的な制約に対してカウントされます。 

リッチ メディア セッション：これらのコールは、リッチ メディア セッション (RMS) ライセンスを使用し、Expressway 経由
でルーティングされるビデオまたは音声コールのその他すべてのタイプで構成されます。RMS ライセンスは次の状況で使用さ
れます。 

 B2B 
 B2BUA 
 Jabber Guest 

 サードパーティのソリューションへのインターワーキング コールまたはゲートウェイ コール 

 H.323 へのインターワーキング SIP コール（RMS ライセンスはインターワーキングが発生したノードで使用されます） 

 IPV4 から IPV6 へのインターワーキング コール 

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。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 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。音声のみのコールの他のタイプはリッチ メディ
ア セッション ライセンスを使用します。 

次の点に注意してください。 

 Expressway は「音声専用」SIP コールを、SDP で単一の「m=」行でネゴシエートされたコールと定義します。したがっ
て、たとえば「電話」コールを作成する場合、SIP UA が SDP に追加の m= 行を含めると、そのコールはビデオ コール 
ライセンスを使用します。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

463 

 「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。 

RMS ライセンスの使用 

次の表で、さまざまなコールのシナリオでの RMS ライセンスの使用を詳しく説明します。 

発信元 着信先 Expressway-C Expressway-E 
Unified CM Unified CM (MRA) [0] [0] 
Unified CM (MRA)  Unified CM (MRA) [0] [0] 
Unified CM CMR [0] [0] 
Unified CM Expressway-C (Lync) 1 つの Expressway-C（Lync 

ゲートウェイ） 
[0] 

Unified CM 外部 (External)  [0] 1
Unified CM サードパーティのゲート

キーパー 
1 [0] 

Unified CM Expressway-C [0] [0] 
Expressway-C Expressway-C [0] [0] 
Expressway-C Expressway-C（リモート） [0] [0] 

Expressway-C（リモート） Expressway-C（リモート） [0] [0] 
Expressway-C 外部 (External)  [0] 1

Expressway-C（リモート） 外部 (External)  [0] 1
Expressway-C CMR [0] [0] 
Expressway-C（リモート） CMR [0] [0] 
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 

[0] [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 TelePresence Conductor [0] [0] 
Expressway-C（リモート） TelePresence Conductor [0] [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 SIP サーバ [0] [0] 
Expressway-C (H323)  サードパーティ SIP サーバ 1 [0] 
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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 では、クラウドベースの CMR とのコールにリッチ メディア セッション ライセンスは不要になりました。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 コールもライセンスを消費し
ます。 

製品 ID と対応するキー 

機能またはライセン
ス オプション 

PID（製品識
別子） 

キー パターン 有効 必要 

リリース キー 
(Release Key)  

LIC-SW-
VMVCS-K9 16 桁の数 VCS Control

VCS 
Expressway 

システムを有効にします。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動作しません。 

リリース キー 
(Release Key)  

LIC-SW-
EXP-K9 16 桁の数 Expressway-C

Expressway-E 

システムを有効にします。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動作しません。 

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（Spark 
ハイブリッドサービスを除く） 

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 がメディア ストリームを処理する（メディ
アを「トラバース」または「ハンドル」するとも言われ
る）必要がある場合に Expressway により有効にされた
コール。 

RMS ライセンスは次のものが必要なコールにより使用され
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 

 別のエンティティを代表するメディアの暗号化 

 Microsoft SIP から標準ベースの SIP へのインター
ワーキング 

RMS ライセンスは CMR クラウドのコールでは使用されま
せん 
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機能またはライセン
ス オプション 

PID（製品識
別子） 

キー パターン 有効 必要 

トラバーサル コー
ル ライセンス 

LIC-VCSE-n 116341Wn-m-
######## 

VCS Control

VCS 
Expressway 

VCS がメディア ストリームを処理する（メディアを「トラ
バース」または「ハンドル」するとも言われる）必要があ
る場合に VCS により有効にされたコール。 

トラバーサル コール ライセンスは次のものが必要なコール
により使用されます。 

 IPv4-IPv6 インターワーキング 

 H.323-SIP インターワーキング 

 別のエンティティを代表するメディアの暗号化 

 Microsoft SIP から標準ベースの SIP へのインター
ワーキング 

トラバーサル コール ライセンスは CMR クラウドのコール
では使用されません 

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（シグナリングの
み）VCS により有効にされたコール 

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 Room の登録。FindMe 

と Device Provisioning 機能が含まれています。 
デスクトップ シス
テムの登録ライセ
ンス 

LIC-EXP-
DSK 116341Bn-m-

######## 
Expressway-C Expressway-C へのデスクトップ エンドポイントの登録。

FindMe と Device Provisioning 機能が含まれています。 

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 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、CMR クラ
ウド、CMR Hybrid、プロキシ登録、Jabber Guest、MS 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 Cisco TMS により管理される複数のエイリアス。 

このキーは、Expressway-C では必要ではありません。こ
の機能は Expressway-C がルーム/デスクトップ登録ライセ
ンスをインストールしたときに自動的に有効になります。

H.323 から SIP 機
能へのインターワー
キング 

LIC-EXP-GW 116341G00-m-
######## 

VCS Control

Expressway-C

このキーは、Expressway で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。 
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機能またはライセン
ス オプション 

PID（製品識
別子） 

キー パターン 有効 必要 

Device 
Provisioning 機能 

LIC-VCS-
DEVPROV 116341P00-m-

######## 
VCS Control Cisco TMS からの設定や電話帳データのエンドポイントの

プロビジョニング。 

このキーは、Expressway-C では必要ではありません。こ
の機能は Expressway-C がルーム/デスクトップ登録ライセ
ンスをインストールしたときに自動的に有効になります。

高度なネットワーク
機能 

LIC-EXP-AN 116341L00-m-
######## 

VCS 
Expressway 

Expressway-E 

2 番目の NIC とスタティック NAT の有効化。 

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
境で） 

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
境で） 

高度なアカウント セキュリティ モードの有効化 
Microsoft 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 が含まれると、キーが、いくつかのライセンスではなく 1 つの機能用で
あることを意味します。 

m - キーのインデックス、通常は 1。 

# - 十六進数。 

許可リスト ルール ファイル リファレンス 

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。 
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表 28： 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/オプション サンプル値 

[0] URL 必須 (Required)  protocol://host[:port][/path]

ここで、 

 protocol は http または https 

 host は DNS 名または IP アドレス 

 :port はオプションですが、: の後に 0 ～ 65535 の範囲の 1 つの数字の
みが続きます（たとえば、:8443） 

ポートを指定しないと、Expressway は提供されたプロトコルのデフォル

ト ポート（80 または 443）を使用します 

 /path はオプションで、HTTP 規格に準拠する必要があります 

1 
展開 オプション 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、それ以外の

場合は空白の引数を入力します。 
2 HttpMethods オプション 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。た

とえば "GET,PUT" 
3 MatchType オプション exact または prefix。デフォルトは prefix 
4 説明 オプション 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 
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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、各テストの引数に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。 

表 29： 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/オプション サンプル値 

[0] URL 必須 (Required)  protocol://host[:port][/path]

ここで、 

 protocol は http または https 

 host は DNS 名または IP アドレス 

 :port はオプションですが、: の後に 0 ～ 65535 の範囲の 1 つの数字
のみが続きます 

 /path はオプションで、HTTP 規格に準拠する必要があります 

1 
ExpectedResult 必須 (Required)  allow または block。指定した URL をルールが許可またはブロックする必要

があるとテストが予期するかどうかを指定します。 
2 展開 オプション 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 説明 オプション 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 オプション テストする 1 つの HTTP メソッドを指定します。たとえば、PUT。指定しない

と、デフォルトの GET が使用されます。 

 

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 
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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。 

 Spark 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、統合された Spark エク
スペリエンスを実現します。 

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 クラスタを各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。 

次の図に、シングルテナント展開オプションを示します。この図には 2 つの顧客が分かりやすく表示されていますが、通常はさ
らに多くの顧客が存在します。このオプションでは、各顧客に、MRA、B2B、およびハイブリッド専用の独立した Expressway-
E および Expressway-C クラスタがあります。また、この図では、コール サービスとカレンダー コネクタに個別の 
Expressway-C クラスタが使用されていることにも注意してください。 
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図 17： シングルテナントの Expressway 展開 

 

この図では、使用されているさまざまな Expressway-C クラスタを示すために、分離されたハイブリッド統合の 2 つの側面があ
ることに注意してください。 

 緑色の点線で示されているハイブリッド SIP コール。このインターフェイスは、コール サービス接続機能に使用され、
Expressway を通じた基本的な SIP コールです。このインターフェイスは、MRA および B2B サービスと同じ 
Expressway-C クラスタを共有します。 

 紫色の点線で示されているコール サービスとカレンダー サービス接続。このインターフェイスは、コール サービス認識
サービスおよびカレンダー サービスに使用されます。このインターフェイスは専用の Expressway-C クラスタを使用し
ます。 

マルチテナント設定では、これら 2 つのインターフェイスが 1 つの Expressway-C クラスタに統合されます。次の図に、共有 
Expressway-E クラスタを使用して複数の顧客にサービスを提供するマルチテナント展開オプションを示します。このオプショ
ンでは、コネクタ、MRA、B2B、およびハイブリッド SIP コール（Spark コール）用の Expressway-C クラスタが 1 つの 
Expressway-C クラスタに統合されます。 

図 18： マルチテントの Expressway 展開 
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共有 Expressway-E クラスタは、6 つのノードと大規模な OVA 仮想マシンを含むサービス プロバイダーの DMZ ネットワーク
に展開されています。Expressway-E の外部 IP アドレス用のネットワーク アドレス変換 (NAT) を使用したデュアルインター
フェイス展開用に構成されています。Expressway-E クラスタには、顧客ごとの Expressway-C クラスタに固有のトラバーサル 
ゾーンが作成されます。 

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)  

Cisco Hosted Collaboration Solution ページの『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

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。 

全体的なサイジングの推奨事項については、『Cisco Hosted Collaboration Solution Reference Network Design Guide』の
「Collaboration Solution Sizing Guidance」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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/sizing.html#pgfId-1284691


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

472 

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。 

次の表に、これらの展開オプションを要約します。 
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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 (Notes)  

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『Multitenancy with Cisco Expressway』を参照してください。 

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。また、アラームは、ディスクやファンの不良、または高温などのハードウェアや環境上の問題によって発生することもあり
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 (Category)  

10nnn ハードウェアに関する問題 
15nnn ソフトウェアの問題 
20nnn クラスタ関連の問題 
25nnn ネットワークとネットワーク 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とサービス（ポリシー サービスまたは 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 一般的な 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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html
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アラーム参照 

次の表に、Expressway で発生するアラームのリストを示します。 

 表 30： ハードウェア アラーム（474 ページ） 

 表 31： ソフトウェア アラーム（475 ページ） 

 表 32： クラスタ アラーム（476 ページ） 

 表 33： ネットワーク アラーム（478 ページ） 

 表 34： ライセンス アラーム（481 ページ） 

 表 35： 外部アプリケーション/サービス アラーム（484 ページ） 

 表 36： セキュリティ アラーム（486 ページ） 

 表 37： 不良構成アラーム（491 ページ） 

 表 38： バックツーバック ユーザ エージェント アラーム（492 ページ） 

 表 39： 管理コネクタ アラーム（498 ページ） 

 表 40： カレンダー コネクタ アラーム（502 ページ） 

 表 41： コール コネクタ アラーム（506 ページ） 

表 30： ハードウェア アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
10001ハードウェア障害 

(Hardware failure)  
<problem 
description> 

  クリティカル 
(Critical) 

10002RAID の劣化 (RAID 
degraded)  

<problem 
description> 

Cisco RMA プロセスに従って交換部品を取得し、サーバ コンポー
ネントの交換方法については『Cisco UCS C220 Server 
Installation and Service Guide』を参照してください。 

クリティカル 
(Critical)  

10003PSU 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取得し、サーバ コンポー
ネントの交換方法については『Cisco UCS C220 Server 
Installation and Service Guide』を参照してください。 

クリティカル 
(Critical)  

10004RAID 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 
(Critical)  
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表 31： ソフトウェア アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 
(incident reporting)] ページを
表示します 

エラー 
(Error)  

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 
(Alert) 

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)  

復元をバックアップからのシ
ステム データに対して実行し
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 
(Alert)  

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 
(incident reporting)] ページを
表示します 

エラー 
(Error)  

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 
(incident reporting)] ページを
表示します 

エラー 
(Error)  

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 
(Alert)  

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 (Critical) 

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 <details> で検出さ
れました (An unexpected software error was 
detected in <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 
(Critical)  

15021Cisco XCP ルータの
遅延再起動 

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 

 

  

表 32： クラスタ アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 33： ネットワーク アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 

25003IP 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 設定を行います 警告 

25004IP 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 設定を行います 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] ページで実
行してから、システムを再起動
します。 

警告 

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

25013IP 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 設定を行います 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 設定を行います 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 

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> 間にポート
の競合が発生しています (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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

25020NTP 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 

25021NTP 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 フェデレーショ
ン設定の警告 (XMPP 
Federation 
configuration warning) 

フェデレーション用の Expressway アドレスを使用
した Unified CM IM and Presence サービス サーバ
の設定に失敗しました (Failed to configure Unified 
CM IM and Presence Service servers with 
Expressway address for XMPP federation)  

IM and Presence サービス サー
バが稼働していることを確認し、
AXL サービスがそこで実行されて
いることを確認してから、サーバ
を更新します。 

警告 

25024XMPP 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) は使用できません 

エラー 
(Error)  

25025Smart Call Home への
接続に失敗しました 
(Smart Call Home 
connection failed)  

Expressway は Smart Call Home に情報を送信する
ことができません。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 および DNS の
設定を確認します 

クリティ
カル 
(Critical) 

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 
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表 34： ライセンス アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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) 

Cisco 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) 

Cisco 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) 

Cisco 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) 

Cisco の担当者にお問い合わせくだ
さい 

警告 

30006再起動が必要です 
(Restart required)  

リリース 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 (The release key 
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 

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) 

Cisco の担当者にお問い合わせくだ
さい 

警告 

30008無効なリリース キー 
(Invalid release key)  

リリース キーが無効です。有効なキーがない
場合は、シスコのサポート担当者にお問い合わ
せください (The release key is not valid; if 
you do not have a valid key, contact your 
Cisco support representative) 

オプション キーを追加/削除します 警告 

30009TURN 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 

30011TURN 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。クラスタ全体に使用
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 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

482 

ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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。クラスタ全体に使
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：<details> (Several cluster peers 
have been unavailable for more than <n> 
hours. 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。クラスタ全体に使用可
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 

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に使用可
能な合計からライセンスが次のように削除され
ます：<details> (Several cluster peers have 
been unavailable for more than <n> hours. 
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。クラスタ全体に使用可
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に使用
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：<details> (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 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

483 

ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

30021TURN 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到達しました (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 

30024TURN 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 
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)  

より多くのルーム 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 

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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)  

より多くのデスクトップ 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 

 

  

表 35： 外部アプリケーション/サービス アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 

35004LDAP 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

35009TMS 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 

35010TMS 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 

35011TMS 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 

35012LDAP 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 

35015Unified 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 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）(There is a port conflict on Unified 
CM <name> between neighbor zone <name> 
and Unified Communications (both are using 
port <number>))  

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

35016SAML 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) 

SAML メタデータをエクスポート
するとアイデンティティ プロバイ
ダーにインポートできます 

警告 

 

  

表 36： セキュリティ アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 パスワードを変更する手順を表示
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 
(Error)  

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 

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

40013HTTPS 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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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

40024CRL 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 

40025SNMP 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 パスワードを変更する手順を表示
します 

警告 

40029LDAP 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)  

サイアウォール ルールの設定を確認
し、拒否されたルールを修正してアク
ティベーションを再試行します 

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
し、拒否されたルールを修正してルー
ルをアクティブ化し、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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

40042FIPS1 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 

40046FIPS1 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 
(Ensure that SIP TLS mode is set to 
'On' on SIP configuration page) 

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 
(Notice) 

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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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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
の証明書によって特定されません。(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。SAN と
して CMS を含む、新しいサーバ証明
書用の CSR を生成する、または 
Expressway-C の CMS を編集（ある
いは削除）する必要がある可能性があ
ります 

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 

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 

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。 

Cisco Unified Communications 
Manager の設定を更新します。 

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。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 

 

  

表 37： 不良構成アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

492 

ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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 

 

  

表 38： バックツーバック ユーザ エージェント アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
55001B2BUA 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 

55002B2BUA 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 

55003B2BUA 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)  

信頼できるホストの設定されて
いるアドレスを確認します 

警告 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55004B2BUA 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 

55005B2BUA の誤設定 
(B2BUA 
misconfiguration)  

Microsoft の宛先アドレスの設定が誤っています (The 
Microsoft destination address is misconfigured)  

B2BUA の設定を確認します 警告 

55005B2BUA の誤設定 
(B2BUA 
misconfiguration)  

Microsoft の宛先アドレスの設定が誤っています (The 
Microsoft destination address is misconfigured)  

B2BUA の設定を確認します 警告 

55006B2BUA の誤設定 
(B2BUA 
misconfiguration)  

Microsoft の宛先ポートの設定が誤っています (The 
Microsoft destination port is misconfigured)  

B2BUA の設定を確認します 警告 

55007B2BUA 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 

55008B2BUA 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 

55009B2BUA 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 

55010B2BUA 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 

55011B2BUA 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 

55012B2BUA の誤設定 
(B2BUA 
misconfiguration)  

Microsoft 相互運用性モードが無効です (Invalid 
Microsoft interoperability mode)  

B2BUA の設定を確認します 警告 

55013B2BUA 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 

55014B2BUA 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 

55015B2BUA 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) 

信頼できるホストの設定されて
いるアドレスを確認します 

警告 

55016B2BUA 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 

55017B2BUA 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55018B2BUA 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 

55019B2BUA 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 

55021B2BUA 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 

55023B2BUA 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 

55024B2BUA 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 

55025B2BUA 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 

55026B2BUA 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 

55028B2BUA 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 

55029B2BUA 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 
(The media port ranges used by the B2BUA overlap 
with the media port ranges used by <module>) 

両方のサービスのポート設定を
確認します 

警告 

55030B2BUA 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 

55031B2BUA 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 

55032B2BUA 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 

55033B2BUA 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55034B2BUA 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 

55035B2BUA 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 

55036B2BUA 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 

55037B2BUA 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 

55101B2BUA 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 

55102B2BUA 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 

55103B2BUA の誤設定 
(B2BUA 
misconfiguration)  

Expressway 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 

55104B2BUA 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 

55105B2BUA 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 

55106B2BUA 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 

55107B2BUA 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 

55108B2BUA 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 

55109B2BUA 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55110B2BUA 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 

55111B2BUA 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 

55112B2BUA 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 

55113B2BUA 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 

55114B2BUA 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 

55115B2BUA 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 

55116B2BUA 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 

55117B2BUA 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 

55118B2BUA 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 

55119B2BUA 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 

55120B2BUA 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 

55121B2BUA 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 

55122B2BUA 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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55123B2BUA 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 

55124B2BUA 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 

55125B2BUA 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 

55126B2BUA 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 

55127B2BUA 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 

55128B2BUA 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 

55129B2BUA 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 

55130B2BUA 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 

55131B2BUA 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 (B2BUA 
configuration)]（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 

55132B2BUA 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 

55133B2BUA 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 

55134B2BUA 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 (B2BUA 
configuration)]（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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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

55135B2BUA 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 

55137B2BUA 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 (B2BUA 
configuration)]（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 

55139B2BUA 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 (B2BUA 
configuration)]（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 

55142RDP 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 39： 管理コネクタ アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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。 

error

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。 

error

60052（ハイブリッド サー
ビス）通信エラー 
([Hybrid services] 
Communication error) 

<string> <string>、<string>、<string> アドレスを確認し
ます。これらを除外している場合は、Cisco 
Collaboration Cloud 管理者にお問い合わせくだ
さい。 

error

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。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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。 

error

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。 

error

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。 

error

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。 

error

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。 

error

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。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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。 

error

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
ンは <string> です。 

コネクタのバージョンを表示します 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。 

error

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。 

error

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。 

error

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。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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> 分で再試
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。 

error

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た
際のエラー。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。 

error

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。 

error

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。 

error

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。 

error

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

 

  



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

502 

表 40： カレンダー コネクタ アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
60100Microsoft 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は <string> です。

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。 

重大 

60101Microsoft 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
知のエラーは <string> です。 

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。 

重大 

60102Microsoft 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
既知のエラーは <string> です。 

Microsoft Exchange Server 証明書が
有効なことを確認します。 

重大 

60103Microsoft 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。 

重大 

60104Microsoft 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。

重大 

60110Microsoft 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
の既知のエラーは <string> です。 

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。

重大 

60111Microsoft 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
エラーは <string> です。 

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。 

重大 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60112Microsoft 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
エラーは <string> です。 

サーバ証明書が有効なことを確認し
ます。 

重大 

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。 

重大 

60120Microsoft 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
エラーは <string> です。 

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。 

重大 

60121Microsoft 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は <string> 
です。 

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。 

重大 

60130Microsoft 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 <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。 

error

60131SMTP アドレスにメールボック
スがありません (SMTP 
address has no mailbox)  

複数の (<string>) SMTP アドレスが関
連付けられているメールボックスがな
い状態で検出されました。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。 

error

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。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60140会議通知の着信率高すぎます 
(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。詳細
情報：ユーザに <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。 

error

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。 

error

60150Cisco 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。 

重大 

60151Cisco 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。 

重大 

60152Cisco 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。 

重大 

60153Cisco 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。 

重大 

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。 

error

60155Cisco 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。 

重大 

60156Cisco 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。 

重大 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60160Cisco 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。 

error

60161WebEx 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 

60162Cisco 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。 

error

60163Cisco 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 

60164Cisco 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。 

error

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。 

error

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。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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。

重大 

 

  

表 41： コール コネクタ アラーム 
ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 

(Severity) 
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：
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：
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：
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：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：
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：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：
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ユーザの Spark SIP アドレスを Cisco 
Spark にルーティングできません。(The 
user's Spark SIP address cannot be 
routed to Cisco Spark.)  

ユーザの Spark SIP アドレスを 
Cisco Spark にルーティングで
きません：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、Spark 
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。 

警告 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60308ユーザの Spark SIP アドレスが別のユー
ザに割り当てられています。(The user's 
Spark SIP address is assigned to 
another user.)  

ユーザの Spark SIP アドレスが
別のユーザに割り当てられてい
ます：user[<string>]: <string>

ユーザの Unified CM 設定を確認し
ます。 

警告 

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。：user[<string>]: 
<string>

Unified CM ユーザの CTI リモート 
デバイスから Cisco Spark リモート
接続先を削除します。 

警告 

60310Unified CM でユーザの Spark SIP アド
レスを追加できません。(Unable to add 
the user's Spark SIP address in Unified 
CM.)  

Unified CM でユーザの Spark 
SIP アドレスを追加できませ
ん：user[<string>]: <string> 

コール コネクタが再試行します。 警告 

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：
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
ティブ化中に短縮されまし
た。：user[<string>]: <string> 
に名前が <string> のデバイスが
あります 

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 

60316Spark 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：
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 Revice 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：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.)  

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：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 

60319Unified CM AXL への接続が失われまし
た (Connectivity to Unified CM AXL 
Service lost)  

Unified CM AXL への接続が失
われました：Unified CM 
[<string>] の場合 

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

60320Unified 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：Unified 
CM [<string>] の場合 

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。 

error
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(Severity) 

60321証明書検証が失敗しました (Certificate 
verification failed)  

コール コネクタが停止し、
Cisco Spark からの証明書を確
認できませんでした。 

証明書をダウンロードし、
Expressway を再登録するか、また
は Expressway 信頼ストアで Cisco 
Spark 証明書を更新します。 

error

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：
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：
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 

60324Unified 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：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。 

error

60325Unified 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。 

error

60326Unified 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：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。 

error

60327Unified 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 Spark SIP アド
レスを受信しました。(Call connector 
received an invalid Spark 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。有効な Spark SIP アドレ
スを作成するために、必要に応じ
てマニュアルに従って再設定して
ください。 

警告 

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：
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 

60331CTI 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 デバイスには設定
されたディレクトリ番号はあり
ません：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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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60332Unified 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
モート接続先を更新する要求が
タイムアウトしました：
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 

60333Unified 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。 

error

60334Unified 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。 

error

60335Unified 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：
user[<string>]: <string> の場合

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：user[<string>]: 
<string> の場合 

Unified CM でデバイス名と設定を
確認します。 

警告 

60337CTI 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：user[<string>]: 
<string> の場合 

Unified CM で設定を確認し、再試
行します。 

警告 

60338Unified 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：user[<string>]: <string> 
の場合 

マニュアルのユーザとリモート デ
バイスの設定に従い、有効な Spark 
SIP アドレスを作成します。 

警告 

60339ユーザが Unified CM でリモート接続先
の制限を超えています。(The user 
exceeds the remote destination limit at 
Unified CM.)  

Spark SIP アドレスを作成でき
ません。ユーザが Unified CM 
でリモート接続先の制限を超え
ています：user[<string>]: 
<string> の場合 

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。 

警告 

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.)  

ユーザにホーム クラスタが設定
されていません：
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 

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 =[<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。 

error

60342コール コネクタのバージョンが Cisco 
Spark と一致しません (Call connector 
version mismatch with Cisco Spark)  

状態 [<string>] で受信された無
効なメッセージ、Cisco Spark 
とのバージョンの不一致の可能
性があります。 

最新のコール コネクタにアップグ
レードします。 

error
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

60343Spark SIP アドレスが 48 文字の制限を
超えています。(Spark SIP Address 
exceeds the 48 character limit.)  

ユーザに spark SIP アドレスを
追加できません。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：
user[<string>]: <string>

Spark 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。 

警告 

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[<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 

60345Unified 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：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。 

error

60346Cisco 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。 

error

60347Cisco 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。 

error

60348Cisco 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。 

error

60349Cisco 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。 

error

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 
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ID 役職 (Title)  説明 ソリューション 重大度 
(Severity) 

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。

error

60352UCM 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。 

error

60353Unified 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：
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。 

error

 

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します 

 xConfiguration <element>：その要素とそのすべてのサブ要素の設定を返します 

 xConfiguration <element> <subelement>：そのサブ要素の設定を返します 

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と、各要素の値空間、説明、および
デフォルト値を返します 

 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します 

 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
ト値を返します 

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。 
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表 42： CLI リファレンスで使用するデータ表記法 
フォーマット 
(Format)  

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。 

表 43： xConfiguration CLI リファレンス 

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 
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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、英字、数
字、ハイフン、および下線のみを使用できます。 

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" 

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。FQDN を使用することをお勧めしますが、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。デフォルトは 20 です。 

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。デフォルトは 20 です。 

例：xConfiguration ApacheModReqTimeout Apacheheader:20 
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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。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Applications ConferenceFactory Mode: Off 

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。デフォルトは 65535 です。 

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。デフォルトは 65535 です。 

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" 
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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：300。

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/man1.0.1/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" 

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。デフォルトは 88 です。 

例：xConfiguration Authentication ADS KDC 1 Port: 88 

https://www.openssl.org/docs/man1.0.1/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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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。デフォルトは Off です。 

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：有効。 

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。デフォルトは Auto 
です。 

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" 

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 
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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 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" 

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。 

None：CRL チェックは実行されません。 

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。 

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。 
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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 です。 

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。 

[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。 

[SRV レコード (SRV record)]：DNS SRV レコード検索。 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapServerAddressResolution: AddressRecord 
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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。通常、非セキュア接続は 389、セキュア
接続は 636 を使用します。デフォルト：389 

例：xConfiguration Authentication H350 LdapServerPort: 389 

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。デフォルトは Off です。 

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 
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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：[オン (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。デフォルトは Off です。 

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 

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 
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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）。デフォルトは 384 です。 

例：xConfiguration Bandwidth Default: 384 

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" 
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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。デフォルトは 
1920 です。 

例：xConfiguration Bandwidth Pipe 1 Bandwidth PerCall Limit: 256 

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 
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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 [常に緊急にする (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 

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。 
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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 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 

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 
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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 ゾーンを経由して Unified CM ノードに移動する登録をサポートする Path ヘッダーを変更します。 

On：Expressway-C は、そのアドレスを REGISTER メッセージの Path ヘッダーとその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 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 

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 のアベイラビリティの確認 (Check for internal SSO availability)] を [はい (Yes)]

に設定した場合に対応します 
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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> 

特定の導入の導入 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。 

Ciphers ForwardProxyTLSCiphers Value: <S:0,2048>  

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" 

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 ForwardProxyTLSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2>  

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" 

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" 

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 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" 

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" 

https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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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 5 つ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。デフォルトは Off です。 

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。デフォルトは https://cc-reports.cisco.com/submitapplicationerror/ です。

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
フォルトは Off です。 

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。デフォルトは Auto です。 

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" 
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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 

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。デフォルトは 19999 です。 

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。デフォルトは 15000 です。 

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。デフォルトは 1720 です。 

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 Request In Progress メッセージで 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 サービスで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 
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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。デフォルトは 1719 です。 

例：xConfiguration H323 Gatekeeper Registration UDP Port: 1719 

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）。デフォルトは 1800 です。

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。デフォルトは Off です。 

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。デフォルトは Auto です。 

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。デフォルトは Auto です。

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 
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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。デフォルトは Off です。 

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 

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。デフォルトは Off です。 

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。デフォルトは 65535 です。 

例：xConfiguration IP DNS MaxPort: 65535 
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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。デフォルトは 1024 です。 

例：xConfiguration IP DNS MinPort: 1024 

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。デフォルトは 
35999 です。 

例：xConfiguration IP Ephemeral PortRange End: 35999 

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：なし。 

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 から中止され、QoS Audio、QoS Video、QoS XMPP、QoS Signaling コマンドに置き換わっています。
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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 から中止され、QoS Audio、QoS Video、QoS XMPP、QoS Signaling コマンドに置き換わってい
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：無効 

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" 

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
ルトは Auto です。 

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。デフォルトは 32 です。 

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" 
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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 については、ローカル イベント ログを使用して CDR 以外にアクセスできます。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 

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のパフォーマンスに大きな影響を与え、長いほどメトリックが大まかになります。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 
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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" 

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：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。 

All：LDAP サーバ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 Login Remote LDAP CRLCheck: Peer 
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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。 

AddressRecord：DNS A レコードまたは AAAA レコードのルックアップ。 

SRVRecord：DNS SRV レコードのルックアップ。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Server FQDNResolution: AddressRecord 

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。デフォルトは 389 です。 

例：xConfiguration Login Remote LDAP Server Port: 389 
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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を含めて Strict-Transport-Security ヘッダーを送信します。有効期限は 1 年です。 

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。デフォルトは 443 です。 

例：xConfiguration Management Interface Port: 445 

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 

エクスペリメンタル レートを制限する機能を設定します。ヘルプを確認するには xconfig networklimits ? を入力します。 

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" 
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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" 

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。デフォルトは Off です。 

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" 
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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 

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" 
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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'/>" 

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" 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

546 

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 

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。デフォルトは 46 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。 

例：xConfiguration QoS Audio: 30 
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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。デフォルトは 
34 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。 

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。デフォルトは 24 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。 

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。デフォルトは 24 
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。 

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" 

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：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。 
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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。 

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：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。 

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：なし。 

None：制限はありません。 

AllowList：許可リストにある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：拒否リストにある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 
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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。デフォルトは 
90 です。 

例：xConfiguration ResourceUsage Warning Activation Level: 90 

SIP Advanced SdpMaxSize: <1..65536> 

サーバが処理可能な SDP ペイロードの最大サイズを指定します（バイト単位）。デフォルトは 32768 です。 

例：xConfiguration SIP Advanced SdpMaxSize: 32768 

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：10。 

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のデフォルト キーのサイズを指定します（ビット単位）。 
デフォルトは 1024 です。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 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。デフォルトは TLSv1:TLSv1.1:TLSv1.2 です。 

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：300。 

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。デフォルトは 10000 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication Digest Nonce Limit: 10000 
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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。デフォルトは 128 です。 

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。デフォルトは 28800 です。 

例：xConfiguration SIP Authentication NTLM SA Lifetime: 28800 

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：Off。 

例：xConfiguration SIP Domain 1 Edge: On 
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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英字、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：On。 

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 

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 [しない (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 
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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：3600 秒。 

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：300 秒。 

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 

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：60 秒。 

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：45 秒。 

例：xConfiguration SIP Registration Standard Refresh Minimum: 45 
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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" 

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) (.*) " 
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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：500。 

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 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

557 

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  
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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 

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。デフォルトは 5060 です。 

例：xConfiguration SIP UDP Port: 5060 

SNMP CommunityName: <S: 0, 16> 

Expressway の SNMP コミュニティ名。デフォルトは public です。 

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> 

システムの物理的な場所。 

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 
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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" 

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: <DES/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> 

Expressway をメンテナンス モードに設定します。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 
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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" 

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：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。 
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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。 

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 

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 

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" 
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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 

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: <443, 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 [両方 (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 
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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 

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 Certificate CVS 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、その他すべての 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 
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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 接続の確立時に交換される証明書の失効についてそれ自体の 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 

XCP TLS Certificate CVS UseOcsp: <On/Off> 

Expressway が証明書が失効したかどうか確認するのに証明書失効確認を実行するために OCSP を使用でき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 XCP TLS Certificate CVS UseOcsp: On 

XCP TLS Certificate CVS VerifyHostname: <On/Off> 

Expressway が自身のピアの設定に対しての 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 
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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：[オン (On)] 

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  

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 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 
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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 

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：[自動 (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  
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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：[オン (On)] 

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  

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。デフォルトは 100 です。 

例：xConfiguration Zones LocalZone SubZones MembershipRules Rule 1 Priority: 100 
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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：有効。 

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" 

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 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

569 

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 

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 
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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：[自動 (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 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：[オン (On)] 

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：各コールがメディアに個別のポート ペアを使用します。 

例：xConfiguration Zones LocalZone Traversal H323 H46019 Demultiplexing Mode: Off 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

571 

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 

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 
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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 

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 [しない (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。 
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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：照合するプレフィ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" 

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：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。 

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 
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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：エイリアスが特定し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：エイリアスが特定し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、および任意の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：ローカルに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 

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 
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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、その INVITE をこのネイバーに送信する前に、事前に設定された SDP が挿入されます。 

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 

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 
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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。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS SIP Media AesGcm 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 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 
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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：このゾーンに転送されることなく、検索は自動的に応答されます。 

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 

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：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。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 DNS ZoneProfile: Default 
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Zones Zone [1..1000] ENUM DNSSuffix: <S: 0, 128> 

DNS ゾーン。変換された E.164 番号に追加してこのゾーンで照会する ENUM ホスト名を作成します。 

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" 

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：このゾーンに転送されることなく、検索は自動的に応答されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor H323 SearchAutoResponse: Off 
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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、その INVITE をこのネイバーに送信する前に、事前に設定された SDP が挿入されます。 

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 [しない (No)] です。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor Interworking SIP Encryption EncryptSRTCP: No 

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 
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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 

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：メッセージはこれ以上のチャレンジは実行されずに信頼されます。 

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 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 

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。 
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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。デフォルトは Off です。 

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：[自動 (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 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：[オン (On)] 

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。 
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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" 

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切り替えが導入されました。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 
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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：このゾーンに転送されることなく、検索は自動的に応答されます。 

例：xConfiguration Zones Zone 3 Neighbor SIP SearchAutoResponse: 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 

 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。 

[オン (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 に置き換えて無効にします。

[オフ (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 
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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 モードの設定で決定されたとおりに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：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。 

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 

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" 
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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 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。デフォルトは Off です。 

例：xConfiguration Zones Zone 1 TraversalClient SIP Media AesGcm Support: On 

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 
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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：[オン (On)] 

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 

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 
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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：各コールがメディアに個別のポート ペアを使用します。 

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 

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 
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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。デフォルトは Off です。 

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：[自動 (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 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：[オン (On)] 

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 
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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" 

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 
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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：20。 

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：2。 

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：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 コマンドのリストを示します。 

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。 

フォーマット 
(Format)  

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 コマンドのリストが返されます。 

 xCommand ??：現在のすべての xCommand コマンドと、各コマンドの説明、そのパラメータのリスト、および各パラメー
タの値空間と説明が返されます。 

 xCommand <command> ?：コマンドの説明、そのパラメータのリスト、および各パラメータの値空間と説明が返されます。 

xCommand コマンド 

次の表に、使用可能なすべての xCommand コマンドを示します。 

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)：<Password> 

このアカウントのパスワード。 

 AccessAPI：<On/Off> 
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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>  

グループが有効になっているか、無効になっているかを示します。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 

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" 
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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 

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>  
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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)：<Value> 

IpAddress(r)：<Value> 

 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)：<Value> 

IpAddress(r)：<Value> 

 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。 

 名前：<Value> 

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。 

 名前：<Value> 

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)：<String> 

 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)：<Password> 

 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)：<String> 

削除するエントリの名前。 

例：xCommand CredentialDelete Name: "alice" 

Cucmconfigadd 

Unified CM パブリッシャでルックアップを実行します。 
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Address(r)：<Value> 

 Unified CM パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

Axlpassword(r)：<Value> 

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)：<Value> 

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：[オン (On)] 

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)：<Value> 

 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)：<Value> 

 Unified CM パブリッシャの FQDN または IP アドレス。 

Axlpassword(r)：<Value> 

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)：<Value> 

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。 
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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" 

Dnslookup 

指定したホスト名について DNS を照会します。 

 Hostname：<Value> 

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)：<Value> 

 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)：<Value> 

 特定の DNS サーバに関連付けるドメイン。 

Domain2(r)：<Value> 

 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：<Value> 

 削除する DNS サーバの IP アドレス。 

例：xCommand DNSPerDomainServerDelete Address: "192.168.12.0" 
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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)：<Value> 

 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 

DNSServerDelete 

DNS サーバを削除します。 

 Address：<Value> 

 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 
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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 

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）。 
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 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。 

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：<String>  

Command：
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<domain_list/domain_create/domain_delete/csr_create/csr_get/csr_delete/cert_put/cert_get/cert_delete/is_csr_pending/is_cert_set> 

Digestalgorithm：</sha256/sha384/sha512>  

Domain：<String>  

Keypath：<String>  

Keysize：<Value>  

San：<String>  

Subjectfields：<String> 

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)：<String> 

削除するユーザのトークンを指定します。 

例：xCommand Edgessodeletetokens Username: "APerson" 

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。 
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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" 

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。 

ファイル：<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は、導
入を指定しなければルールはデフォルトの導入を使用します。 
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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。 

ファイル：<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は、導
入を指定しなければルールはデフォルトの導入を使用します。 

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 URL または URLFile を指定する必要があります。 

URL(r)：<S>  

HTTP クライアントがアクセスが許可されるリソースの URL を指定します。IPv6 アドレスは 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 を指定している場合は 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、URL をより限定的なものにするためにドメ

イン、ポート、パスを含める必要があります。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 ファイル リファレンス（466 ページ）」を参照してくだ

さい。 

URL を指定している場合は 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。指定しないとデフォルトで 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は、

導入を指定しなければルールはデフォルトの導入を使用します。 

Description：<S: 128>  

ルールを説明するテキストです。 

HttpMethods: <OPTIONS/GET/HEAD/POST/PUT/DELETE>  



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

605 

このルールで許可するためのカンマで区切られたメソッドのセットです。メソッドを指定しないと、ルールは [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を使用します。 

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" 

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 URL または URLFile を指定する必要があります。シングル ホストに
複数のルールがあれば、そのほかのパラメータを指定しなければならない場合があります。 

URL(r)：<S>  

削除するルールの URL を指定します。 

URLFile を指定している場合は 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、URL をより限定的なものにするためにドメ

イン、ポート、パスを含める必要があります。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 を指定している場合は 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。指定しないとデフォルトで 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は、

導入を指定しなければルールはデフォルトの導入を使用します。 

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ためのカンマで区切られたメソッドのセットです。メソッドを指定しないと、ルールは [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を使用します。 
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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" 

HTTPAllowListRulesTest  

 (Experimental)  

（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。これによ
り、ルールを適用する前にそれらをテストすること、または既存のルールが期待どおりに動作していることをテストすることができます。 

テスト、またはルール、あるいはその両方を CSV ファイルとして提供できます。どちらも提供すると、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されます。1 つまたは両方のパラメータを省略すると、このコマンドは Expressway に既存のルールまたはテ
スト (あるいはその両方) を使用します。（現在のルールを表示するには xstatus collaborationedge httpallowlist を使用します。） 

Tests: <S>  

複数のテストを含む CSV ファイルへのパス（たとえば /tmp/tests.csv）を指定します。「許可リスト テスト ファイル リファレンス

（468 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 ファイル リファ

レンス（466 ページ）」を参照してください。 

例：xCommand HTTPAllowListRulesTest Tests: "/tmp/tests.csv" Rules: "/tmp/rules.csv" 

HTTPAllowListTestAdd  

 (Experimental)  

HTTP の許可リストに対するテストに 1 つまたは複数の 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。URL 
を指定すると、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 を指定している場合は 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、URL をより限定的なものにするためにドメ

イン、ポート、パスを含める必要があります。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 テスト ファイル リファレンス（468 ページ）」を参照してくだ

さい。 
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URL を指定している場合は 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、テストは GET を使用します。 

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" 

HTTPAllowListTestDelete  

 (Experimental)  

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。URL を指定
すると、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 を指定している場合は 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。 

URL を指定している場合は URLFile 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結果を指定します。テストを削除するために必要です。 

Deployment: <S>  

どの導入が削除する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。 

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>  
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どのメソッドを削除するテストで使用するかを指定します。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 

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): <Value> 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): <Value> configuration/b2bua/imp/imp 
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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 

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>  
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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 

機能を制限するエクスペリメンタル レートを制御します。ヘルプを読むには、xcom networklimits ? と入力します。 

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)：<Value> 

 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" 

NTPServerDelete 

 Address(r)：<Value> 

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" 
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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：<Value> 

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。 
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例：xCommand PipeAdd PipeName: "512k ADSL" TotalMode: Limited Total: 512 PerCallMode: Limited PerCall: 128 

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：[オン (On)] 

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：Off 

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> 
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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'/>" 

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)：<Value> 

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> 
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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)：<Value> 

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 

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" 

Restart  

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。 
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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：[自

動 (Auto)] 

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 

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" 
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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：<Value> 

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：<Value> 

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" 

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>  
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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：有効  

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 

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。 
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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)：<Value> 

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" 

Xmppdiscovery 

IM and Presence サーバの詳細情報を検出します。 

Address(r)：<Value> 

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)：<Password> 

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)：<String> 

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：[オン (On)] 

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>  
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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" 

 

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のリストを示します。 

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用の現在のステータスを返します。 

 xStatus <element>：その特定の要素とすべてのサブ要素の現在のステータスを返します。 

 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します。 

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します。 
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xStatus の要素 

現在の xStatus の要素は次のとおりです。 

 Alarm 
 Alternates 

 アプリケーション 

 認証 

 Authzkeys 
 B2BUACalls 

 B2buapresencerelayservice 
 B2buapresencerelayuser 
 CDR 
 Cafe 
 Calls 

 クラウド 

 クラスタ 

 CollaborationEdge 
 Edgeauth 
 Edgecmsserver 
 EdgeConfigProvisioning 

 Edgeconfigprovisioning 
 Edgedomain 
 Edgeexternalfqdn 
 Edgeauthcodecache 
 Edgesso 
 ExternalManager 
 Fail2ban 
 Feedback 
 Fips 
 Firewall 
 Gwtunnels 
 H323 
 HTTPProxy 
 Hardware 
 IntrusionProtection 

 Iptablesacceptedrule 
 Iptablesrule 

 ライセンス 
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 Links 
 Mediastatistics 
 MicrosoftContent 
 MicrosoftIMP 
 NetworkInterface 
 NetworkLimits (experimental)  
 Ntpcertificates 
 Options 
 PhonebookServer 
 Pipes 

 ポリシー 

 PortUsage 

 登録 

 ResourceUsage 
 Resourceusage 
 SIP 
 SipServiceDomains 
 SipServiceZones 
 SystemMetrics 
 SystemUnit 
 TURN 
 Teststatus 

 時刻 (Time)  

 Traversalserverresourceusage 
 Tunnels 

 警告 (Warnings)  

 XMPP 
 Xcps2s 

 ゾーン 

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。 
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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、『External Policy on Expressway Deployment Guide.』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、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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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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。 

<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'/>  
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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。 

フラッシュ ステータス用語の参照テーブル 

フラッシュ ステータスの用語は、NTP サーバの同期の問題の診断に使用されます。 

このテーブルは、ntpq プログラムの rv コマンドで表示されます。16 進数でコーディングされたビットで構成されています。 

コード 
(Code)  

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 サーバが非同期 
0008 TEST4 pkt_denied アクセス拒否 
0010 TEST5 pkt_auth 認証エラー 
0020 TEST6 pkt_stratum 無効なリープまたはストラタム 
0040 TEST7 pkt_header ヘッダー距離が超過 
0080 TEST8 pkt_autokey オートキー シーケンス エラー 
0100 TEST9 pkt_crypto オートキー プロトコル 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 距離しきい値の超過 
0800 TEST12 peer_loop 同期ループ 
1000 TEST13 peer_unreach 到達不能または選択なし 

 

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 44： サポートされている RFC 
RFC 説明 
791 インターネット プロトコル 
1213Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets
1305Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
2327SDP: Session Description Protocol 
2460Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (partial, static global addresses only) 
2464Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
2560X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP
2782A DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV) 
2833RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals
2915The Naming Authority Pointer (NAPTR) DNS Resource Record
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RFC 説明 
2976SIP INFO method 
3164The BSD syslog Protocol 
3261Session Initiation Protocol 
3263Locating SIP Servers 
3264An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP) 
3325「Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks」 
3326The Reason Header Field for the Session initiation Protocol (SIP) 
3265Session Initiation Protocol (SIP) – Specific Event Notification
3327Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Registering Non-Adjacent Contacts 
3489STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs) 
3515The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method
3550RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications
3581An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing
3596DNS Extensions to Support IP Version 6 
3761The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application (ENUM) 
3880Call Processing Language (CPL): A Language for User Control of Internet Telephony Services 
3891Replaces header 
3892Referred-by header 
3903Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication
3944H.350 Directory Services 
3986Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax
4028Session Timers in the Session Initiation Protocol
4213Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
4291IP Version 6 Addressing Architecture 
4443Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification 
4480RPID: Rich Presence Extensions to the Presence Information Data Format (PIDF) 
4787Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast UDP
4861Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)  
5095Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
5104Codec Control Messages in the RTP Audio-Visual Profile with Feedback (AVPF): Temporary Maximum Media Stream 

Bit Rate Request (TMMBR)  
5245Interactive Connectivity Establishment (ICE) 
5389Session Traversal Utilities for NAT (STUN)  
5424The Syslog Protocol 
5626Managing Client-Initiated Connections in the Session Initiation Protocol (SIP) 
5627Obtaining 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。 

5766Traversal Using Relays around NAT (TURN): Relay Extensions to Session Traversal Utilities for NAT (STUN) 
5806Diversion Indication in SIP 
6156Traversal Using Relays around NAT (TURN) Extension for IPv6
 

ソフトウェア バージョンの履歴 

ここでは、以前のソフトウェア リリースで発生し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、オンライン ヘルプまたはこのドキュメントの以前のバージョ
ンを参照してください。 

 X8.9.2 
 X8.9.1 
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 X8.9 
 X8.8.3 
 X8.8.2 
 X8.8.1 
 X8.8 
 X8.7.3 
 X8.7.2 
 X8.7.1 
 X8.7 
 X8.6.1 
 X8.6 
 X8.5.3 
 X8.5.2 
 X8.5.1 
 X8.5 

 X8.2 
 X8.1.1 

X8.9.2 マイナーな変更 

 このリリースでは、SIP TCP モードは現在デフォルトでオフになっています。 

 このリリースでは、Cisco Meeting Server の Web プロキシがサポートされています。オフプレミス ユーザは、ミーティ
ング サーバの Web ブリッジを参照できます。スペースを管理したりスペースに参加するために必要なのは、サポートさ
れているブラウザだけです。 

 Expressway-E ピアは、クラスタ アドレス マッピング テーブルを使用して、FLSDN で TLS 検証を使用してクラスタ化
できるようになりました。パブリック FQDN は引き続きクラスタ ピアを識別するために使用され、引き続き証明書に必
要です。これらの FQDN をピアのプライベート IP アドレスに解決するには、通常の DNS ルックアップの前にアドレス 
マッピング テーブルを参照します。 

FQDN と TLS 検証を使用してクラスタを形成するには、IP アドレスを使用してクラスタを形成し、次にアドレス マッピ
ングを作成してから、クラスタ全体のピア アドレスを変更することを推奨します。最後に、TLS 検証を有効にすることが
できます。詳細な手順については、『Cisco Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照
してください。 

 高度なアカウント セキュリティの製品識別子とキーが『Expressway Administration Guide』に追加されました。 

 ユーザ マニュアルへのさまざまな修正。 



Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

627 

X8.9.1 マイナーな変更 

 iOS デバイスを使用する Cisco Jabber ユーザがいる場合、Mobile & Remote Access を伴う Expressway は、Apple 
Push Notification サービスをサポートするようになりました（使用可能な従属システムが対象）。次の機能の説明を参照
してください。 

 インストール ウィザードには、以下の変更があります。 

 インストール ウィザードを使用して OVA を導入しているときの、必要な RSA キーに関連する警告が削除されました。
RSA 公開キーは、基本的に自動導入で使用される、SSH を介してルートおよび admin パスワードを設定する場合にの
み必要です。 

 シリアル番号とリリース キーは、使用可能な場合、参照目的でインストール ウィザードに表示されるようになりました。 

 DCSP マーキングでは、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
られるようになりました（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）。これまでは、
デフォルトでタイプ「音声」が割り当てられていました。 

 その他のセキュリティの強化。 

 新しいアラーム番号 20021 は、クラスタ通信の障害を警告します。 

Apple Push Notification サービスの Cisco Jabber for iPhone and iPad へのパススルー 

iOS デバイスを使用する Cisco Jabber ユーザがいる場合、Mobile & Remote Access を伴う Expressway は、IM&P サービスで 
Apple プッシュ通知サービス (APN) をサポートできます。 

詳細については、Cisco.com の「Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service Configuration and 
TechNotes」ページの、「Deploying Apple Push Notifications for the IM and Presence Service」を参照してください 

図 19： Unified CM IM&P と Jabber iOS の Apple プッシュ通知の例 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/products-configuration-examples-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/products-configuration-examples-list.html
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X8.9 の機能 

Cisco Meeting Server 用の Microsoft SIP トラフィックのエッジ トラバーサル 

ネットワークのエッジの Expressway ペアにより、Cisco Meeting Server との間で、Microsoft バリアントの SIP トラフィック
が通過できるようになりました。これによりユーザは、Office 365 または Microsoft Skype for Business インフラストラクチャ
を使用する外部組織の担当者と連携することができます。ユーザは、Meeting Server のスペースで会うことも、組織間のポイン
トツーポイント コールを発信することもできます。 

2 つの Expressway の拡張機能は、これらのコラボレーションのシナリオを設定するのに役立ちます。 

 DNS ゾーンは、Microsoft フェデレーション サービスの SRV ルックアップを実行できます 
(._sipfederationtls._tcp.example.com.)  

 検索ルールが、コールで使用される SIP のバリアントに基づいてコールのルーティングを実行する機能を持つようになり
ました 

 

Expressway 設定ガイド ページにある『Cisco Expressway Options with Cisco Meeting Server and/or Microsoft 
Infrastructure』。 

Meeting Server の Web プロキシ 

オフプレミス ユーザがミーティングサーバの Web ブリッジを参照することを可能にする、Cisco Meeting Server のリバース 
https プロキシが追加されました。ユーザはサポートされているブラウザ以外のソフトウェアがなくてもスペースの制御や参加が
可能です。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Mobile & Remote Access (MRA) がすでに有効になっていると仮定すると、プロキシは Expressway ペアで最小限の追加の構成
を必要とします。Expressway-C のミーティングサーバのリスニング アドレスを入力するだけです。するとペアは、既存のトラ
バーサル接続を使用して、そのアドレスに外部 https 要求をプロキシ経由で送信します。 

（注） 

 Meeting Server のエッジ サーバ コンポーネントで TURN サービスを使用していない場合は、Expressway-E で TURN 
サービスを有効にする必要があります。 

 MRA またはその他のトラバーサル機能と同じ Expressway ペアでミーティングサーバの Web プロキシを有効にすること
ができます。ただしペアが Jabber Guest に設定されている場合は、使用できません。 

Web プロキシの詳細 

 サポートされているブラウザのリスト。 

 Expressway 設定ガイド ページにある『Cisco Expressway Options with Cisco Meeting Server and/or Microsoft 
Infrastructure』。 

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 

ネットワークのエッジの Expressway ペアにより、Skype for Business または Office 365 を使用して、IM and Presence サー
ビスと外部組織の間でメッセージングおよびプレゼンス トラフィックが通過できるようになりました。この機能が動作するため
には、Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence サービスが互換性のあるソフトウェア バージョンで実行し
ている必要があります。 

Expressway 設定ガイド ページにある『Cisco Expressway Options with Cisco Meeting Server and/or Microsoft 
Infrastructure』。 

https://kb.acano.com/content/37/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

630 

H.323 ゲートキーパーとしての Cisco Expressway 

X8.8 では TelePresence Room およびデスクトップ システム用に、SIP レジストラとして Expressway-C を使用する機能が導
入されました。さらに、その機能を持つ新しいライセンス モデルが導入されました。 

X8.9 では Expressway-C で H.323 ゲートキーパー機能を有効にする機能が拡張されました。 

SIP レジストラまたは H.323 ゲートキーパーとして Expressway を設定する場合、同時発生コール（VCS モデル）ではなく、同
時システム（Unified CM モデル）用にライセンスが必要です。 

SIP 導入の場合、次のライセンス タイプのいずれかまたは両方を Expressway-C に追加することで、これを実行できます。 

 TelePresence Room 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、ルーム システムと見なされる他のすべてのデバイスとともに、デスクトップ システムとして登録します。 

 Cisco TelePresence EX60 
 Cisco TelePresence EX90 
 Cisco DX70 
 Cisco DX80 

H.323 導入では、すべてのエンドポイントは TelePresence Room システム ライセンスを使用します。これはデスクトップと
ルーム タイプのエンドポイント間の違いを定めない 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 をサポートしないエンドポイントに対する
フォールバックとして使用できます。 

注：デスクトップ システムとして登録するためには（SIP のみ）、DX システムはバージョン CE8.2 以降、EX システムは 
TC7.3.6 以降で実行している必要があります。それよりも前のバージョンで動作している 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。 

レジストラ機能の範囲は次のとおりです。 

 ローカル登録のライセンスを含むオプション キーは、Expressway-C 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-C ピアはお互いのライセンスを使用できます。ただ
し、ルーム システムはデスクトップ ライセンスを使用できず、デスクトップ システムはルーム ライセンスを使用するこ
とはできません。 

 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 は直接の登
録を受け入れることはできません。 

 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。 
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 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。 

 大規模 VM または CE1100 は、最大 5000 の登録、または 2500 の MRA 登録（CUCM にプロキシされる）をサポート
できます。 

ローカル登録、プロキシ登録（Expressway-E 経由）および MRA 登録はすべてこの数に加算されます。 

新しいライセンス モデルの導入により、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は RMS ライセンスを使用しません。ここで、「登録されているシステム」とは、
Expressway-E を介する Expressway-C へのプロキシ、または Expressway ペア (MRA) を介する隣接 Unified CM への
プロキシにより、Expressway-C に直接登録されているシステムのことです。 

 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は RMS ライセンスを使用しません。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 へのコールは RMS ライセンスを使用しません。 

 ただし、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。以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は Expressway-E に 1 つ必要
です。 

 ビジネス ツー コンシューマ コール (Jabber Guest)。以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は 
Expressway-E に 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。 

RMS ライセンスを消費するコールの詳細については、「コール タイプとライセンス（460 ページ）」を参照してください。 

REST API 拡張 

X8.8 では、リモート設定を簡素化する新しい API が導入されました。Cisco Prime Collaboration Provisioning などのサード
パーティ システムは、Expressway で次の機能/サービスを設定する API を使用できるようになりました。 

 Mobile & Remote Access (MRA)  

 ビジネス ツー ビジネス (B2B) コール 

API は REST API マークアップ言語 (RAML) を使用して自己文書化されています。 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway REST API Reference Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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MRA での SSO のために iOS での Jabber に Safari の使用を許可 

OAuth トークン認証を使用する場合、ネットワーク外から Unified Communications サービスにアクセスする Cisco Jabber iOS 
エンドポイントで使用できます。この状況では、デフォルトで、アイデンティティ プロバイダーの認証ページが iOS デバイスの
組み込み Web ブラウザ（Safari ブラウザではない）に表示されます。このデフォルトのブラウザは iOS の信頼ストアにアクセ
スできないので、デバイスに導入された証明書を使用することはできません。必要に応じて、iOS デバイスの Jabber がネイティ
ブの Safari ブラウザを使用するように Expressway-E を設定できます。Safari ブラウザでは、デバイスの信頼ストアにアクセス
できるため、OAuth 導入時にパスワードレス認証または二要素認証を有効化できるようになりました。 

警告  

このオプションには潜在的なセキュリティの問題が存在します。認証が完了した後で、Safari から Jabber にブラウザ制御を返す
機能は、カスタム プロトコル ハンドラを呼び出すカスタム URL 方式を使用します。Jabber 以外の別のアプリケーションがこの
方式を妨害し、iOS から制御を取得できます。この場合、アプリケーションは URL の OAuth トークンへアクセスできます。 

すべてのモバイル デバイスが管理されているなどの理由で、iOS デバイスに Jabber のカスタム URL 形式を登録する他のアプリ
ケーションがないと確信する場合、オプションを有効にしても安全です。別のアプリケーションがカスタム Jabber URL を妨害
する可能性が心配な場合、組み込み Safari ブラウザを有効にしません。 

注：Expressway と Unified CM で一貫してこのオプションを適用することを確認します。1 つのアプリケーションで有効または
無効にすると決めたら、その他のアプリケーションでも同じことを行います。関連する設定は次のとおりです。 

 Expressway-C で [Jabber iOS クライアントに組み込み Safari ブラウザの使用を許可する (Allow Jabber iOS clients to 
use embedded Safari browser)] 
（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)] > 
[MRA アクセス制御 (MRA Access Control)] セクション） 

 Unified CM で [iOS の SSO ログイン動作 (SSO Login Behavior for iOS)] > [ネイティブ ブラウザを使用 (Use Native 
Browser)] 
（[システム (System)] > [エンタープライズ パラメータ (Enterprise Parameters)] > [SSO 設定 (SSO Configuration)] セ
クション） 

サポートされるバージョン 

 iOS 9 以降を使用するデバイスで Cisco Jabber for iOS 11.8 以降 

 Cisco Unified Communications Manager 11.5(1) SU1 以降 

 Cisco Unity Connection 11.5(1) 以降 

注：自己記述トークン認証（X8.10 から）を使用する場合は、自己記述 OAuth トークンをサポートするために必要に応じて、そ
れ以降のバージョンを使用します。 
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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 

Expressway は Unified CM 共有回線のパス スルーおよび Mobile & Remote Access 経由で接続しているエンドポイントに対す
る複数回線の機能をサポートするようになりました。 

この機能の利点は、オンプレミスにあるときと同じように、リモートおよびモバイル エンドポイントのユーザが、割り込み、
Conference Barge、1 つのデバイスの保留と別のデバイスの再開、などの機能を使用できることです。 

ユーザ用の複数および共有回線と、Unified CM のユーザの MRA デバイスを設定する必要があります。 

必要なバージョン： 

 Unified CM 11.5(1)SU2 以降 

 Expressway X8.9 以降 

 Cisco IP Phone 7800 シリーズ/Cisco IP Phone 8811、8841、8845、8861、および 8865 デバイス（ファームウェア 
バージョン 11.5(1) 以降） 

注：この機能は、Unified CM の旧バージョンの一部の機能に影響するため、デフォルトで無効になっています。 

Unified CM の 11.5(1)SU3 より前のバージョンを使用し、Expressway-C で SIP パス ヘッダーが有効な場合、次の Unified CM 
機能は Expressway の IP アドレスの代わりに MRA デバイスの IP アドレスを報告します。 

 デバイス モビリティ 

 Real Time Monitoring Tool (RTMT)  
 Cisco Emergency Responder (CER)  

その他の機能もこの変更の影響を受ける可能性があります。デバイスの IP アドレスは、通常予約済みプライベート範囲からであ
り、組織の内部範囲と重複する可能性があるため、場所の特定には役立ちません。 

Smart Call Home 

この機能はプレビュー ステータスにあります。 

Smart Call Home は、無償で利用できる 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：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：Expressway ですでにサポートされている非同期イベントです（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。 
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セキュアなインストール ウィザード 

Expressway に、システムの導入と設定をより簡単に、より安全に行うことができるインストール ウィザードが含まれるように
なりました。 

インストール ウィザードでは、システムが安全に起動して実行するために必要な初期設定を手順を追って実行できます。それ以
上の設定は、Web インターフェイスまたは CLI を使用して、行うことができます。 

システムのインストールを完了するための権限を持つユーザのみが、システム コンソール（または VM 同等品）で初期セット
アップにアクセスし、完了することができます。最初のブート時に Expressway のすべてのアカウントは、インストールが完了
するまで、無効になっています。インストールが完了して安全となるまで、システムもネットワーク インターフェイスを介して
アクセスできません。 

VM の導入では、事前に設定されたデータが VM の最初のブート時にインポートされ、データを再入力する必要はありません。 

システムはすでに設定しているデータを維持するため、インストール ウィザードは既存のシステムのアップグレード手順には影
響しません。 

DiffServ コード ポイント マーキング 

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 (Video)] 34 QoS Video 

[音声 (Audio)] 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）。 
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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。QoS モードは 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。 

MRA のメンテナンス モード 

Expressway のメンテナンス モードは、管理された方法で MRA システムを停止できるように強化されました。 

メンテナンス モードを実行すると、Expressway は、新規コールまたはプロキシ (MRA) トラフィックを受け入れることを停止し
ます。既存のコールとチャット セッションは影響を受けません。 

ユーザがセッションを正常に終了すると、システムは、特定のタイプのトラフィックを処理していない時点に到達し、そのサー
ビスをシャットダウンします。 

Expressway がメンテナンス モード中、ユーザが新しいコールを発信または新しいチャット セッションを開始しようとすると、
クライアントはサービス利用不可応答を受信し、他のピアを使用するように選択できます（可能な場合）。このフェールオーバ
の動作はクライアントによって異なりますが、クラスタ内に実行中のピアがある場合、クライアントの再起動により、接続の問
題を解決する必要があります。 

[ユニファイド コミュニケーションのステータス (Unified Communications status)] ページには、MRA サービスが影響を受ける
すべての場所（メンテナンス モード）が示されます。 
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変更および機能拡張 

 Expressway は高度なアカウント セキュリティ モードをサポートするようになりました。 

 緊急時アカウントとして管理者アカウントを指定できます。Expressway がローカル認証を拒否する場合、リモート認証
サービスに接続できません。 

 MRA で使用されているシステムでは TURN サービスを有効にできないという制限がなくなりました。TURN が MRA と
共存する必要があるサービスを許可するためにこれが行われました。1 つの例は、Cisco Meeting Server のエッジ トラ
バーサルです。 

注：この変更により、Jabber Guest が MRA と互換性を持つわけではありません。TURN が MRA に使用できるわけでもあ
りません。TURN サービスを有効にしても（その他の理由で）、MRA は影響されないということを意味するだけです。 

 次の、QoS/DSCP 値を定義する、X8.9 以前の API と CLI コマンドは廃止されました。xConfiguration IP QoS Mode お
よび xConfiguration IP QoS Value。これらは新しいコマンドおよび Web UI の設定に置換されました。 

 Web 管理ポートは、[システム (System)] > [管理 (Administration)] ページで設定可能になりました。デフォルトのポート
は 443 のままです。 

 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。 

 MRA 経由で次のサポートされている Cisco Jabber SDK 機能を使用できます。 

 サインイン/サインアウト 

 電話サービスの登録 

 音声/ビデオ通話の送受信 

 保留、再開、ミュート/ミュート解除、およびコール転送 

詳細については、『Getting Started Guide for Cisco Jabber SDK』を参照してください。 

X8.8.3 マイナーな変更 

 Expressway は UTC 時刻の閏秒の調整に対応するように更新されました。 

 Expressway は、TRT（トルコ時間）のタイム ゾーンに対する最近の変更に対応するように更新されました。 

https://developer.cisco.com/fileMedia/download/0442eb03-9f99-478e-b91e-b8d4d45e788f
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X8.8.2 マイナーな変更 

 コール ポリシー ルール エディタの制御がよりきめ細かくなりました。Web インターフェイスを使用して、特定のゾーン
または発信者からのコールを許可または拒否するポリシー ルールを作成できます。また、認証済みまたは未認証の発信者
にルールを適用するかどうかを選択できます。 

 クラスタリング ページは、クラスタ設定時に、DNS 解決とピア証明書のステータスについて、より優れたフィードバッ
クを提供します。 

 ゾーン ページでは、ゾーンによってプロキシされた登録数を示すようになりました。 

 オンライン ヘルプが更新されました。 

X8.8.1 マイナーな変更 

 Cisco Expressway シリーズは FIPS 準拠が保証されています。 

 いくつかの重要なバグ修正とセキュリティ パッチが適用されました。 

 Expressway 登録と MRA の許可リスト機能についてオンライン ヘルプが更新されました。 

X8.8 機能 

表 45：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 
Skype for Business 2016 と Skype for Business Mobile のサポート サポート対象 
Microsoft SIP トラフィックのブローカ サポート対象 
マルチストリームのサポート サポート対象 
サービス セットアップ ウィザード 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 
大規模な VM CPU 予約の減少 サポート対象 
高レベルのセキュリティ環境 サポート対象 
ソフトウェア パッケージの署名 サポート対象 
制限された SSL/TLS サポート サポート対象 
変更およびマイナーな機能強化 サポート対象 
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Expressway の登録 

Expressway-C は TelePresence Room およびデスクトップ システムの SIP レジストラとして使用できるようになりました。ま
た、Unified CM ライセンス モデルとより緊密に連携するため、Expressway を経由するコールに対して新しいライセンス モデ
ルを導入しました。 

レジストラとして Expressway を設定するときは、同時コール（VCS モデル）ではなく、同時システム（CUCM モデル）に対し
てライセンスする必要があります。次のライセンス タイプのいずれかまたは両方を Expressway-C に追加することにより、これ
を行うことができます。 

 TelePresence Room システム ライセンス 

 デスクトップ システム ライセンス 

次のデバイスは、ルーム システムとみなされる他のすべてのデバイスにデスクトップ システムとして登録します。 

 Cisco TelePresence EX60 
 Cisco TelePresence EX90 
 Cisco DX70 
 Cisco DX80 

レジストラ機能の範囲は次のとおりです。 

 ローカル登録のライセンスを含むオプション キーは、Expressway-C 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ます。つまり、Expressway-C ピアはお互いのライセンスを使用できます。
ただし、ルームがデスクトップ ライセンスを使用したり、デスクトップ システムがルーム ライセンスを使用したりする
ことはできません。 

 ネットワーク外部からの登録は、Expressway-E によって Expressway-C にプロキシされます。Expressway-E は、直接
登録を受け入れません。 

 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。 

 H.323 の登録は現在サポートされていません。 

 中規模の VM（または 1 Gbps NIC を含む CE1100）は、最大 2500 件の登録をサポートします。大規模な VM（または 
10 Gbps NIC を含む CE1100）は、最大 5000 件の登録をサポートします。 

ローカル登録、プロキシ登録（Expressway-E 経由）および MRA 登録（CUCM にプロキシされる）はすべてこの数に加
算されます。 

新しいライセンス モデルの影響は次のとおりです。 

 登録ライセンスの支払いが済んでいる場合はリッチ メディア セッションに対する支払いは不要という原則に従い、リッ
チ メディア セッション ライセンスの使用が削減されました。 

 登録されているシステム間のコールは RMS ライセンスを使用しません。ここで、「登録されたシステム」とは、
Expressway-E を介した Expressway-C へのプロキシ、または Expressway ペア (MRA) を介した近接した Unified CM 
へのプロキシによって Expressway-C に直接登録されたシステムのことです。 
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 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は RMS ライセンスを使用しません。現
在、これは Cisco Meeting Server または TelePresence Conductor に管理される場合の TelePresence Server に対して
のみ拡張されています。 

 登録されているシステム（前述）から Cisco Collaboration Cloud へのコールは RMS ライセンスを使用しません。 

 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：以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は Expressway-E で 1 つ必要
です 

 [ビジネス ツー コンシューマ コール (Jabber Guest)]：以前は 2 つの RMS ライセンスが必要でしたが、現在は 
Expressway-E で 1 つ必要です 

 [相互運用性ゲートウェイ コール (インターワーキングが必要な 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)]：Expressway-C で 1 つの RMS ライセンスが必要です。 

Skype for Business 2016 と Skype for Business Mobile のサポート 

Microsoft クライアントとサーバの組み合わせに対するサポートを更新しました。Gateway Expressway の導入では、現在、次
の Microsoft コラボレーション製品と相互運用可能です。 

表 46： X8.10 に導入された Lync および Skype for Business のサポート 
Clients Lync Server 2013 上 Skype for Business Server 2015 上 
Skype for Business 2016（Windows デスクトップ） サポート対象 サポート対象 
Skype for Business 2015（Windows デスクトップ） サポート対象 サポート対象 
Skype for Business for iOS サポート対象外 制限付きのサポート* 
Skype for Business for Android サポート対象外 制限付きのサポート*。CSCva18731 を参照

してください。 

 

* MCU ブリッジへのコールでシスコはこれらのクライアントをサポートしていません。TelePresence Server ブリッジへのコー
ルなど、他のコール シナリオでシスコはこれらをサポートします。 

Microsoft SIP トラフィックのブローカ 

『Cisco Expressway and Microsoft Interoperability Deployment Guide』の以前のいくつかのバージョンでは、「ディレクトリ 
Expressway」で CPL を使用して Lync から Jabber へのメッセージングを機能させる方法を説明する付録を公開しました。 

X8.8 では、独立したブローカを作成することによって Microsoft インフラストラクチャからのメッセージングおよびプレゼンス 
トラフィックのフィルタリングおよびリダイレクトのタスクを実行するようにその導入を改善しました。この変更には、次の利
点があります。 

 Microsoft インフラストラクチャからの非標準 SIP を処理する必要がないことにより、SDP パーサーの堅牢性が維持され
ます 

 ブローカは Gateway Expressway でホストされているため、ディレクトリ Expressway の必要がありません。 

 ブローカは残りのソフトウェアから抽象化されるため、必要ない場合には無効にすることができます。 

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva18731


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

640 

 CPL 導入を使用した場合、X8.8 にアップグレードし、X8.6 以降の他の機能や改善からメリットを受けることができます。 

 Cisco Jabber を Microsoft Skype for Business クライアントと統合するのに役立つ新しいドキュメントがあります。こ
の統合は Lync Server 2013 または 2010 に依存することに注意してください。Skype for Business Server 2015 は、こ
の導入のすべてのシスコ インフラストラクチャではまだ完全にサポートされていません。 

Expressway 設定ガイド ページの「Cisco Jabber and Microsoft Skype for Business Infrastructure Configuration 
Cheatsheet」を参照してください。 

Expressway 設定ガイド ページの『Cisco Expressway with Microsoft Infrastructure Deployment Guide』を参照してください。 

マルチストリームのサポート 

Expressway は、暗号化されたマルチストリーム コールと暗号化されていないマルチストリーム コールのパススルーをサポート
するようになりました。また、TelePresence Server とやり取りしているエンドポイントで使用される ActiveControl 機能に必
要な暗号化された iX プロトコルのパススルーもサポートします。 

すべてのゾーン タイプに、メディアを処理できる可能性がある新しい「マルチストリーム モード」があります。モードはデフォ
ルトで有効になっていますが、ゾーンが連続するユーザ エージェントとの間でメディアを渡すときにのみ適用されます。マルチ
ストリーム コールのシグナリングは、ゾーンのマルチストリーム モード設定に関係なく、常にパススルーされます。 

（注） 

 Expressway は他のエンティティの代わりに iX プロトコルを暗号化することはありません。iX は、エンドポイントと 
TelePresence Server で暗号化を行ってエンドツーエンドで暗号化するか、エンドツーエンドで暗号化しない必要があり
ます。 

サービス セットアップ ウィザード 

サービス セットアップ ウィザード（X8.8 で導入）では、使用環境に応じて選択した目的に合った Expressway の設定のユーザ 
エクスペリエンスが向上しています。 

最初にユーザ インターフェイスを開始すると、メニューに直行する代わりにサービス セットアップ ウィザードが表示されま
す。システム シリーズ（VCS または Expressway）とタイプを選択できます（VCS Expressway/VCS Control または 
Expressway-E/Expressway-C）。これらの選択は、利用可能なサービスのリストに影響します。 

次に、よく使用されている多数の Expressway サービスから選択します。 

 Cisco Spark Hybrid Services 

 Mobile & Remote Access：X8.9 から、このサービスには Meeting Server の Web プロキシも含まれます。 

 Jabber Guest サービス 

 Microsoft ゲートウェイ サービス：このサービスは、このシステムで Microsoft SIP と標準ベースの SIP の両タイプに対
応するとき専用です。導入環境で別のシステム（Cisco Meeting Server など）が対応している場合、このサービスは必要
ありません。 

 レジストラ/プロキシ登録：以前は VCS でのみ可能だったが現在は Expressway でも可能。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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 Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud 

 ビジネス ツー ビジネス コール：X8.9 から、Microsoft と標準ベースの SIP バリアントとの間で対応するように Meeting 
Server を使用する場合、このサービスには Microsoft コラボレーション インフラストラクチャを使用する組織との B2B 
コールが含まれます。 

リストから選択すると、ウィザードにより、選択に応じた適切なライセンスを適用し、基本設定を確認してから、システムを再
起動できます。ネットワーク設定は先に完了しておく必要があります。再起動した後、選択内容に関連する設定ページとフィー
ルドのみが表示されます。 

ウィザードを使用しない場合は、ウィザードをスキップできます。そして、いつでも最初に戻ることができます。 

表 47： 一緒にホストできるサービス 
  Cisco Spark Hybrid 

Services (コネクタ) 
モバイル & 
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ビジネス 
ツー ビジネ
スコール

Cisco Spark Hybrid Services
（コネクタ） 

Y N N N N N Y

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 

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、ユーザ数の制限があります 

 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」と呼ばれる）が必要です 
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 Jabber Guest は MRA では動作しません（技術的な制約） 

 現在、MRA は IPv6 限定モードではサポートされません。同じ Expressway トラバーサル ペアで IPv6 B2B コールと 
IPv4 MRA を共存させる場合、Expressway-E と Expressway-C は両方ともデュアル スタック モードにする必要があり
ます。 

MRA 許可リストの改善 

MRA 許可リスト機能は、このリリースでより限定的になっています。Expressway-C でユニファイド コミュニケーション ノー
ドを追加、検出、または更新すると、Expressway は許可リストに自動的にノードを追加します。ポートおよび要求パスを許可
リスト ルールに含めることにより、大幅に限定的になっています。 

また、ルールを手動で追加するためのインターフェイスを改善したため、正確に URL を指定し、アクセスの範囲を制限すること
ができます。たとえば、something.example.com を許可する代わりに、
https://something.example.com:8443/pathto/resource.htm を追加できるようになりました。 

各ルールに対して許可する HTTP メソッドを制限することもできます。 

注：MRA 環境の Expressway-C をアップグレードした後は、編集可能なルールを確認する必要があります。これをお勧めする
理由は、以前許可リストに追加したサーバがプレフィックス一致ルールにアップグレードされるためです。これらのルールは、
最初に入力されたプロトコルのデフォルト ポートを使用して、そのサーバ上のすべてのパスを許可します。 

自動的に追加されたエントリは自動的にアップグレードされ、以前のリリースよりも限定的になります。 

MRA のリモート設定の API 

Expressway にはリモート設定を簡素化する新しい API があります。Cisco Prime Collaboration プロビジョニングなどのサード 
パーティ システムは、API を使用して Expressway で Mobile & Remote Access を設定できます。 

API は REST API マークアップ言語 (RAML) を使用して自己文書化されています。 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway REST API Reference Guide』を参照してください。 

大規模な VM CPU 予約の減少 

大規模な Expressway VM CPU 予約の要件は 25600 MHz から 16000 MHz に減少しました。これは、ハイパースレッディング
を有効にすると、2 つの 8 コア 3.2 GHz プロセッサを備えた UCS サーバ上に 2 つの大規模な Expressway VM が快適に共存で
きるようになったことを意味します。これは、ハイパーバイザの CPU 要件に加え、高い予約の要件がホストの合計処理能力を超
えていたため、以前は不可能でした。 

新しい予約は Expressway の最大 CPU 速度を制限しないため、Expressway はより限定的なホストによって提供されたヘッド
ルームを使用できます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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高レベルのセキュリティ環境 

このリリースでは、多数の Expressway コンポーネントのセキュリティを強化し、セキュリティを強化するための継続的な活動
の一環として、テストおよび脅威モデリングの新手法を実装しました。 

高レベルのセキュリティ環境に Expressway を導入する場合は、高度なアカウント セキュリティ オプション キーを適用し、
FIPS140-2 暗号化モードを有効にし、関連付けられた制限事項に同意することを確認する必要があります。 

ソフトウェア パッケージの署名 

このリリース以降、整合性と信頼性に信頼感を提供するため、Expressway ソフトウェア パッケージに署名を行っています。 

アップグレードに取り組む前に、整合性チェックを実行するようになりました。これは、アップグレード前のバージョンにはこ
の機能がないため、パッケージがこの特定のアップグレードで検証中であると伝えることはできないことを意味します。次回の
アップグレードでは次のようなパッケージの署名情報が表示されます。 

 

TLS サポートの制限 

セキュリティを強化するため、Expressway は、TLS の特定のバージョンのみをサポートするようになりました。Expressway 
は、セキュアな接続を確立すると TLS バージョン 1.0、1.1、および 1.2 を提供し受け入れます。 

変更およびマイナーな機能強化 

 バージョン X8.8 以降、Expressway は DSA ホスト キーを作成しません。より優れたセキュリティのため、RSA または 
ECDSA キーを代わりに作成します。 

すでに DSA ホスト キーのあるシステムをアップグレードする場合は、SSH クライアント ユーザがフィンガープリント
を再び確認する必要がないように既存のキーが残り続けます。 

 バージョン X8.8 以降、クラスタ ピア間の接続には IPSec の代わりに TLS を使用します。クラスタをアップグレードす
ると、クラスタは TLS 許可モードになります。 
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 Expressway を介してクラウドで IM and Presence Service に接続するクライアントでは複数のデバイス メッセージング
（IM and Presence Service 11.5 の新しい機能）がサポートされるようになりました。 

この機能は、X8.8 より前のバージョンの Expressway ではサポートされません。 

  

X8.7.3 マイナーな変更 

 Expressway は現在、SCTP (Stream Control Transmission Protocol) を受け入れます。 

 Microsoft RDP 共有を有効化するため、Expressway TURN サーバが Acano Server (1.9) と相互運用するように拡張され
ました。 

X8.7.2 マイナーな変更 

 Expressway のこのバージョンで、Cisco SSL がバージョン 5.4.3 にアップグレードされました。このバージョンの 
Cisco SSL では、Diffie-Hellman (DH) キー交換を実行すると 1,024 ビット未満のキーを拒否されます。 

注：この Expressway のアップグレードにより、DH キー交換に 768 ビットのキーを生成する Cisco Unified 
Communications Manager と Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service のバージョン 9.x 以
前との SSL 相互運用が禁止されます。 

推奨される対処法：Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager IM and 
Presence Service を最新バージョンの 10.x または 11.x にアップグレードします。 

X8.7.1 マイナーな変更 

 DNS ゾーンの設定に 2 つのパラメータを追加しました。これらのパラメータは、SIP URI を変更することなく Cisco 
Collaboration Cloud へのアウトバウンド コールのルーティングを可能にするように、DNS 要求を手動で上書きできるよ
うにします。これらのパラメータは、[DNS 要求の変更 (Modify DNS request)]（On または Off）と [検索するドメイン 
(Domain to search for)]（FQDN を承認）です。 

このオプションは、Cisco Spark Calls サービスとの併用を主に対象としています。www.cisco.com/go/hybrid-services 
を参照してください。 

 中規模の仮想 Expressway の 2 x 2.4 GHz CPU の予約要件は、ホスト クロック速度の若干の差異を許容するように緩和
されました。 

これらの生じかねない差異は、一部の BE6000 オプションなどの正しく指定された UCS ハードウェアの設定の一部が 
CPU 要件を満たすことを妨げていました。 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway Virtual Machine Installation Guide』を参照してくだ
さい。 

 IP インターフェイス選択オプションが変更されました。[システム (System)] > [ネットワーク インターフェイス 
(Network interfaces)] > [IP] で、[IP プロトコル (IP protocol)] スイッチには [IPv4 のみ (IPv4 only)]、[IPv6 のみ (IPv6 
only)]、または [両方 (Both)] のオプションがあります。 

 CiscoSSL がバージョン 5.4.2 にアップグレードされました（OpenSSL v1.0.2e ベース）。このバージョンでは、TLS 接
続で RC4 暗号を使用することはできません。 

http://www.cisco.com/go/hybrid-services
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
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X8.7 機能 

表 48： 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 
Cisco IP Phone 78/8800 シリーズを使用した Mobile & Remote Access 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 
変更およびマイナーな機能強化 サポート対象 

 

MRA 経由での Dial via Office-Reverse 

モバイル ワーカーには、オフィスで電話するときに体験するものと同じ高い品質、セキュリティと信頼性が必要です。これは、
Dial via Office-Reverse (DVO-R) 機能を有効にして、デュアルモード モバイル デバイスで Cisco Jabber を使用するだけで保証
できます。DVO-R は会社からの Cisco Jabber 通話を自動的にルーティングします。 

DVO-R はコール シグナリングと音声メディアを別々に処理します。すべてのコール シグナリングは、Expressway の Mobile & 
Remote Access のシグナリングを含めて、クライアントと Cisco Unified Communications Manager の間の IP 接続を横断しま
す。音声メディアは、会社の公衆電話交換網 (PSTN) ゲートウェイでセルラー インターフェイスおよびヘアピンを横断します。 

音声をセルラー インターフェイスに移動させることで、IP 接続が失われた場合でも高品質のコールと安全に維持された音声を確
保できます。 

ユーザがコールを発信したときに、Cisco Unified Communications Manager からの折り返し電話が次のいずれかに向かうよう
に DVO-R を設定することができます。 

 ユーザのモバイル ID（携帯電話番号）。 

 ユーザの代替番号（ホテルの部屋など）。 

この機能は、関連システムの次のバージョンに依存します。 

 Cisco Unified Communications Manager 11.0(1) 以降 

 Cisco Jabber 11.1 以降 

この機能の動作については、Expressway 設定ガイド ページの『Mobile and Remote Access through Expressway Deployment 
Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ゲートウェイ クラスタによる Lync 画面の共有 

X8.6 に Lync 画面共有のトランスコーディングを導入しました。 

X8.7 ではこの機能が Gateway Expressway ピアのクラスタで動作するように拡張されています。そのため、さらに多くの画面
共有セッションを同時にトランスコードできます。 

Lync B2BUA と関連するトランスコーディング パラメータをプライマリ ピアで設定する必要があります。入力するトランスコー
ディング セッションの数はピア番号ごとになります。 

クラスタのトランスコーディング キャパシティは選択したセッションの数にピアの数を掛けた数に近くなり、最大で 4x 倍とな
ります。 

たとえば、4 つの大規模な VM で構成されたクラスタの場合は、次のようになります。[最大 RDP トランスコード セッション 
(Maximum RDP transcode sessions)] を 20 に設定すると、このクラスタは最大 80 の同時画面共有を実現します。 

Cisco Collaboration 環境を Microsoft Lync と相互運用するように設定するには、Cisco Expressway シリーズ設定ガイド ペー
ジの『Microsoft Lync and Cisco Expressway Deployment Guide』を参照してください。 

サポートされている Cisco IP Phone を使用した Mobile & Remote Access  

電話機がファームウェア バージョン 11.0(1) 以降を実行している場合、Mobile & Remote Access は次の Cisco IP Phone でサ
ポートされます。これらの電話機では Expressway X8.7 以降の使用を推奨します。 

 Cisco IP Phone 8811、8841、8845、8861、および 8865 

 Cisco IP Phone 7800 シリーズ 

MRA はファームウェア バージョン 10.2.4(99) 以降を実行している Cisco DX シリーズのエンドポイントで公式にサポートされ
ます。このサポートは Expressway バージョン X8.6 とともに発表されました。 

 Cisco DX650 
 Cisco DX80 
 Cisco DX70 

MRA 経由で Cisco Unified Communications Manager に登録するために DX シリーズまたはサポートされている Cisco IP 
Phone のエンドポイントを展開する場合、次の点に注意する必要があります。 

 電話セキュリティ プロファイル：いずれかのエンドポイントの電話セキュリティ プロファイルで [TFTP 暗号化設定 
(TFTP Encrypted Config)] にチェックマークが付いている場合、MRA でそのエンドポイントを使用することはできませ
ん。これは、MRA ソリューションが CAPF (Certificate Authority Proxy Function) とインタラクティブに機能するデバイ
スをサポートしないためです。 

 信頼リスト：これらのエンドポイントのルート CA 信頼リストは変更できません。Expressway-E のサーバ証明書がエン
ドポイントが信頼する CA のいずれかによって署名されていること、および CA が Expressway-C および Expressway-E 
によって信頼されていることを確認します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx650/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx80/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx70/index.html
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 帯域幅制限：Cisco Unified Communications Manager のデフォルト リージョンの [ビデオコールの最大セッション ビッ
ト レート (Maximum Session Bit Rate for Video Calls)] はデフォルトで 384 kbps です。Expressway-C のデフォルト 
コールの帯域幅は、デフォルトで 384 kbps です。これらの設定は、DX シリーズに期待されるビデオ品質を実現するに
は低すぎる場合があります。 

 オフフック ダイヤル：これらのエンドポイントと Unified CM の間で KPML ダイヤルが機能するということは、
CUCM 10.5(2)SU2 以降で MRA 経由のオフフック ダイヤルを実行できる必要があることを意味します。この依存関係
は、オンフック ダイヤルを使用して回避することができます。 

ハイブリッド サービスと Expressway/VCS のブランド変更 

このリリースで一部の用語が変更されました: 

 Expressway/VCS ベース 

以前のバージョンの Cisco Expressway シリーズおよび Cisco TelePresence Video Communication Server では、リ
リース キーを使用してアクティブ化されるまで、このソフトウェアは常に「VCS Control」というブランド名でした。 

X8.7 では、この製品は、このアクティブ化の前の状態のときに「Expressway/VCS ベース」と呼ばれるようになりまし
た。これは、Expressway または VCS としてアクティブ化できることを表します。 

これらの変更は、Expressway の目的を特徴付けるユーザ エクスペリエンスを変える将来のリリースに備えたものです。 

 ハイブリッド サービス 

バージョン X8.6.1 に、「クラウド拡張」と呼ばれる機能のサポートが組み込まれました。この機能は UI、ドキュメン
テーション、および Cloud Collaboration Management では「ハイブリッド サービス」という名前に変更されています。 

ハイブリッド サービスは、一部は Cisco Collaboration Cloud、一部はオンプレミス装置によってもたらされるユーザ 
サービス ファミリのグループ名です。 

Expressway/VCS ベースでは、ハイブリッド サービスの登録にリリース キーは必要ありません。Expressway/VCS ベー
スの登録後は、「Cisco Expressway ベース」というブランド名になります。その後のアップグレードにはリリース キー
を適用する必要はありません。 

注：このような理由により、新規のハイブリッド サービスのお客様はバージョン X.8.7 を使用するようお願いいたします。ハイ
ブリッド サービスに X8.6.1 を使用している場合は、X8.7 へのアップグレードを強く推奨します。 

VMware vSphere 6.0 でのホスティング 

Expressway の仮想マシンで VMware vSphere® バージョン 6.0 を実行できるようになりました。テスト中に ESXi 6.0 の既知の
問題が確認されていることにご注意ください。アップグレードする前に http://kb.vmware.com/kb/2124669 を一読されること
を推奨します。 

ESXi 6.0 ホストに新しい Expressway OVA をインストールできます。または、既存の VM を移行することも可能です。仮想 
Expressway を別のホストに移行する場合は、移動する前にシャットダウンする必要があります。 

http://kb.vmware.com/kb/2124669
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Expressway インストールおよびアップグレード ガイド ページの『Cisco Expressway on Virtual Machine Installation Guide』
を参照してください。 

注：仮想 Expressway は仮想ハードウェア バージョン 8 となっています。つまり、仮想 Expressway を新たにインストールす
るには ESXi 5.0 以降が必要です。ESX/ESXi 4.x 以前では実行しません。 

syslog 出力のキーワード フィルタ 

Expressway が各リモート syslog ホストに送信するログをフィルタリングするキーワードを使用できるようになりました。カン
マ区切りの単語または語句を入力できます。また、syslog デーモンは、これらのキーワードの 1 つ以上に一致するログ メッセー
ジのみを転送します。 

キーワード フィルタによって、パブリッシュするメッセージのタイプをより詳細に制御できます。一部のタイプのメッセージの
みを対象としたり、機密である可能性のある情報はチャネルを通じて syslog サーバに送信できないようにすることもできます。 

この変更の一環として、ユーザ インターフェイスも改善しました。新しいキーワード フィルタ フィールドに加え、メッセージ
形式や転送接続をよりきめ細かく制御できるようになりました。以前は、これらのオプションは [モード (Mode)] フィールドに
グループ化されており、[カスタム (Custom)] モードを選択しない限り設定できませんでした。 

変更およびマイナーな機能強化 

 このリリースではマルチストリームのサポートが無効になっています。これは今後のリリースで完全に実装する予定です。 

 新しい CLI コマンドでは、Expressway が LDAP クエリの AD ドメインを使用して認証するときに使用する暗号スイート
を設定できます。これを行うには、xconfiguration Authentication ADS CipherSuite コマンドを使用します。 

 現在開発中の Expressway ベースのハイブリッド サービスをサポートするため、Expressway-E にハイブリッド サービ
スのメニュー項目を追加しました。新しいメニュー項目（[アプリケーション (Applications)] > [ハイブリッド サービス 
(Hybrid Services)] > [証明書の管理 (Certificate Management)]）には X8.7 に対する明白な目的はありません。 

 各 CPU コアを個々にモニタするために、新しいシステム メトリック システムを追加しました。 

 新しいパラメータを .ova ファイルに追加しました。そのため、vCenter を通じて導入すると VM のネットワーク プロパ
ティを設定できます。 

Expressway のインストール ガイドのページの『Cisco Expressway Virtual Machine Installation Guide』を参照してくだ
さい。 

事前設定済みのネットワーク パラメータを使用して仮想マシンを展開すると、遅延が発生します。事前設定済みのネット
ワーク パラメータを使用しない場合よりも、VM の展開に数分長くかかります。 

 Expressway 導入ガイドでは、Expressway-E の単一の NIC、スタティック NAT の導入を選択しないよう警告していま
す。DMZ に Expressway-E を導入する場合に推奨されるオプションは、両方の NIC を使用することです。 

Expressway 設定ガイド ページの『Cisco Expressway Registrar Deployment Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Cisco Expressway 管理者ガイド 

 

参考資料 

 

649 

X8.6.1 マイナーな変更 

X8.6.1 はメンテナンス リリースです。新しい機能の導入はありません。 

X8.6 機能 

表 49： リリース番号別の機能履歴 
機能/変更 X8.6.1 X8.6 

Lync の デスクトップ共有 サポート対象 サポート対象 
ハイブリッド サービス サポート対象 取り消し済み 
クラウドベースのコラボレーション会議室 (CMR) へ
のコールのライセンス バイパス 

サポート対象 サポート対象 

新しいコーデック サポート：OPUS および H.265 サポート対象 サポート対象 
システム メトリック コレクション サポート対象 サポート対象 

MRA での Cisco DX シリーズのエンドポイント 
エンドポイント バージョン 
10.2.4(99) 以降でサポート 

エンドポイント バージョン 
10.2.4(99) 以降でサポート 

MRA での Cisco IP Phone 7800/8800 シリーズ 
エンドポイント バージョン 10.3.1 
以降で試用版 

エンドポイント バージョン 10.3.1 
以降で試用版 

MRA による複数のプレゼンス ドメイン プレビュー (Preview)  プレビュー (Preview)  
日本、韓国、ロシアのローカリゼーション X8.5.1 UI X8.5.1 UI 

変更およびマイナーな機能強化 サポート対象 サポート対象 

 

Lync からのデスクトップ共有のサポート 

Expressway は、シスコ コラボレーションのエンドポイントを使用し、Lync クライアントからの会議参加者とのデスクトップま
たはアプリケーションの共有をサポートしています。 

Expressway は、Lync クライアントから開始された Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) から、多くの標準規格ベースの
エンドポイントで使用されている Binary Floor Control Protocol (BFCP) へのトランスコーディングをサポートします。
Expressway は、BFCP から RDP への逆トランスコーディングは実行せず、Lync へのプレゼンテーションは以前のリリースと同
じようにビデオ チャネルで行われます。 

以下の導入では、Microsoft クライアントからの画面共有がサポートされます。 

図 20： Microsoft 環境から Unified CM にトランキングされた TelePresence Conductor により管理される会議 

 

図 21： Microsoft 環境から Unified CM に登録された SIP エンドポイント 
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（注） 

1. Microsoft クライアントの画面共有で最適化リソース機能を使用する場合は、次のソフトウェア バージョンが必要です。 

 TelePresence Conductor XC4.0 以降 

 TelePresence Server 4.2 以降 

2. 図に示されていない H.323 レジストラが必要になります。 

Cisco Collaboration 環境を Microsoft Lync と相互運用するように設定するには、Cisco Expressway シリーズ設定ガイド ペー
ジの『Microsoft Lync and Cisco Expressway Deployment Guide』を参照してください。 

ハイブリッド サービス 

Spark ハイブリッド サービスとは何か、また、何を実行するか。 

Cisco Spark Hybrid Services は、クラウドベースのソリューションや内部施設ベースのソリューションを活性化し、より優れ、
より統合化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。 

使用する権利があるサービス 

ハイブリッド サービスを購入すると、Cisco Collaboration Cloud の管理者用インターフェイスである Cloud Collaboration 
Management にアクセスできます。Cloud Collaboration Management では、組織のサービスの権利について確認でき、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。 

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
自動的にアップグレードされます。 

その後で、Cloud Collaboration Management を使用して選択したその他のコネクタを Expressway がダウンロードします。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。 

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 UI ページを使用します。 

コネクタのアップグレードは、Cloud Collaboration Management 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コラボレーション クラウドから 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。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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注：通常、Expressway のダウングレードは推奨していませんが、以前のバージョンへ強制的に復元する場合のインターフェイ
スへのアクセスは確実に維持されるよう努めています。ただし、Expressway がハイブリッド サービスに登録されている場合、
Expressway ソフトウェアのバージョン X8.6 からのダウングレードはサポートしていません。ダウングレードが必要な場合は、
ハイブリッド サービスの登録を解除してからダウングレードする必要があります。 

Spark 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 サービスのヘルプ サイ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 では、クラウドベースの CMR とのコールにリッチ メディア セッション ライセンスは不要になりました。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 コールもライセンスを消費し
ます。 

新しいコーデックのサポート 

Expressway は、H.265 ビデオと OPUS の音声のコーデックをサポートしています。コーデックは、SIP トラバーサル コール
（Expressway がメディア ストリームを処理する場合のコール）でサポートされます。 

これらのコーデックは SIP と H.323 のインターワーキングや、H.323 間のコールではサポートされません。 

システム メトリック コレクション 

システム メトリックの収集と、Expressway で機能する仕組み 

システム メトリックの収集は、システム パフォーマンスに関する統計情報をパブリッシュする Expressway の機能で、パフォー
マンスをリモートからモニタできるようにします。 

Expressway は、ハードウェア、OS、およびアプリケーションのパフォーマンスに関する統計情報を収集し、データを集約する
リモート ホスト（通常はデータ分析サーバ）にそれらの統計情報をパブリッシュします。 

http://www.cisco.com/go/hybrid-services
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システム メトリックの収集の設定場所 

この機能は Web インターフェイスまたはコマンド ラインで設定できます。1 つのピアの設定がクラスタ全体に適用されます。
そのため、クラスタをモニタしている場合は、プライマリ ピアで設定を行うことを推奨します。 

また、リモート サーバで必要な設定もあります。collectd デーモンがサーバ上で実行され、クライアントが可視できるアドレス
上で collectd ネットワーク プラグインがリッスンするように設定する必要があります。詳細については、モニタする環境によっ
て異なり、ここでは説明していません。 

このデータの使用方法 

データを使用してグラフを生成したり、統計情報を集約したり、パフォーマンスを分析したりできます。これには、Circonus や 
Graphite などのツールを使用します。 

システム メトリック コレクションに関する詳細情報の入手先 

詳細については、「Cisco Expressway Series Maintain and Operate Guides」ページの『Cisco Expressway Serviceability 
Guide』を参照してください。 

新しいエンドポイントの MRA サポート 

次の新しいエンドポイントを組み込むように Mobile & Remote Access (MRA) を拡張しました。 

DX シリーズのエンドポイントは、バージョン 10.2.4(99) 以降を実行している場合は、MRA を介して公式にサポートされます。
Cisco IP Phone 78/8800 シリーズのエンドポイントの MRA を介してのサポートは公式には行われていませんが、Mobile & 
Remote Access でそれらのエンドポイントを試用する場合は、バージョン 10.3.1 以降を実行している必要があります。 

 Cisco DX650 
 Cisco DX80 
 Cisco DX70 

 Cisco IP Phone 8800 シリーズ 

 Cisco IP Phone 7800 シリーズ 

MRA 経由で Cisco Unified Communications Manager に登録するために DX シリーズまたは IP Phone 78/8800 シリーズのエン
ドポイントを展開する場合、次の点に注意する必要があります。 

 電話セキュリティ プロファイル：いずれかのエンドポイントの電話セキュリティ プロファイルで [TFTP 暗号化設定 
(TFTP Encrypted Config)] にチェックマークが付いている場合、MRA でそのエンドポイントを使用することはできませ
ん。これは、MRA ソリューションが CAPF (Certificate Authority Proxy Function) とインタラクティブに機能するデバイ
スをサポートしないためです。 

 信頼リスト：これらのエンドポイントのルート CA 信頼リストは変更できません。Expressway-E のサーバ証明書がエン
ドポイントが信頼する CA のいずれかによって署名されていること、および CA が Expressway-C および Expressway-E 
によって信頼されていることを確認します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx650/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx80/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx70/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
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 帯域幅制限：Cisco Unified Communications Manager のデフォルト リージョンの [ビデオコールの最大セッション ビッ
ト レート (Maximum Session Bit Rate for Video Calls)] はデフォルトで 384 kbps です。Expressway-C のデフォルト 
コールの帯域幅は、デフォルトで 384 kbps です。これらの設定は、DX シリーズに期待されるビデオ品質を実現するに
は低すぎる場合があります。 

（試用）MRA による複数のプレゼンス ドメイン/複数 IM アドレス ドメイン 

Jabber 10.6 は、複数のドメイン、またはサブドメインを持つドメインにユーザがまとめられているインフラストラクチャに導
入できます。これには、IM and Presence Service 10.0.x（以降）が必要です。 

限定されたテストでは、この機能は MRA を介して動作することが示されています。そのため、この機能は Expressway X8.5.1 
以降で試用版となり、将来の Expressway のバージョンでテストとフル サポートが行われる予定です。 

注：この機能は、X8.5 でリリースされた複数導入の機能とは異なります。その機能は 1 つの導入環境で 1 つのドメインに限定
されており、導入環境内のすべての IM and Presence サービス クラスタが 1 つのドメインとして機能します。この機能は、共
通する一連の 1 つまたは複数のプレゼンス ドメインを提供する導入環境内のすべての IM and Presence サービスクラスタに対
する MRA サポートを対象としている点で異なっています。 

新しい各ドメインは Expressway のパフォーマンスに影響を及ぼします。現在のところ、ドメインは 50 以内にすることを推奨
しています。 

更新された言語パック 

現在、言語パックは次の言語で使用できます。これらのパックにはローカライズされた Web インターフェイスと組み込み式の 
Web ヘルプが含まれています。 

 日本語 

 ロシア語 

 Korean 

注：これらのローカライズは、X8.5.1 バージョンの UI と組み込みヘルプに適用されます。言語パックは、今回のパックと 
X8.5.3 のリリース ノートで発表したパック（中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語）で一式となります。 

変更およびマイナーな機能強化 

 インターワーキング オプション キーが提供する機能は、Expressway オプション キーに含まれるようになりました。 

 [SIP TCP 接続のタイムアウト (SIP TCP connect timeout)]（[設定 (Configuration)] > [プロトコル (Protocols)] > 
[SIP] > [詳細設定 (Advanced)]）を変更するための新しいオプションを導入しました。デフォルトは 10 秒です。 

 SIP コールに相互 TLS 認証を設定できるようになりました（[設定 (Configuration)] > [プロトコル (Protocols)] > 
[SIP]）。2 つの新しいパラメータ、[相互 TLS モード (TLS mode)]（デフォルトは [オフ (Off)]）と [相互 TLS ポート 
(Mutual TLS Port)]（デフォルトは 5062）を追加しました。 

 [SIP パラメータの保持 (SIP parameter preservation)] と呼ばれる新しいゾーン パラメータは、ゾーンと B2BUA 間で SIP 
URI と 連絡先パラメータを予約するかどうかを制御します。 
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 [プリロードされた SIP ルートのサポート (Preloaded SIP routes support)] と呼ばれる新しいゾーン パラメータは、
Route ヘッダーを含んでいる SIP INVITE 要求をゾーンが処理するかどうかを制御します。 

 SIP TLS 接続に使用する暗号スイートを変更するための新しいコマンド ライン オプションを導入しました。このコマン
ドはコロンで区切った文字列の暗号スイートを使用します
（https://www.openssl.org/docs/man1.0.1/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。たと
えば、現在の Expressway のデフォルト スイートを設定するには、次のコマンドを使用します。 

xConfiguration SIP TLS CipherSuite: ALL:!EXP:!LOW:!MD5:@STRENGTH:+ADH 

 診断ダイアログに、ログを取得したときの Expressway の xconfig と xstatus を記録するための新しい 2 つの .xml ファ
イルを導入しました。 

 [コール詳細レコード (CDR) (Call Detail Records (CDR))] スイッチを、[システム (System)] > [管理 (Administration)] 
ページから [メンテナンス (Maintenance)] > [ロギング (Logging)] ページに移動しました。 

 CLI コマンドの xCommand LoginUserAdd と xCommand LoginUserDelete は、xCommand CredentialAdd と xCommand 
CredentialDelete に代わりました。 

 Expressway アプリケーションと B2BUA 間の内部ホップによってホップ カウントが減少しないようにホップ カウントの
ロジックを変更しました。 

 不要になった複数の高度なゾーン パラメータを削除しました。これらのパラメータは [SIP SDP 属性行制限モード (SIP 
SDP attribute line limit mode)]、[SIP SDP 属性行制限長 (SIP SDP attribute line limit length)]、および [SIP デュオ ビデ
オ フィルタ モード (SIP Duo Video filter mode)] です。 

 [期間単位の最大承認数 (Maximum authorizations per period)] のデフォルト値が 8 に増えました。 

X8.5.3 

X8.5.3 はメンテナンス リリースです。新しい機能の導入はありません。X8.5.3 は X8.5.2 より優先されます。 

表 50： リリース番号別の機能履歴 
機能/変更 X8.5.3 X8.5.2（取り消し済み） X8.5.1 X8.5
KPML サポート対象 サポート対象 未サポート 未サポート 
MRA による複数のプレゼンス 
ドメイン 

プレビュー (Preview) プレビュー (Preview)  プレビュー (Preview)  サポート対
象外 

MRA での SSO サポート対象 サポート対象 サポート対象。SAML シグナ
リング アルゴリズムの変更 

プレビュー 
(Preview)  

CSR UI ダイジェスト アルゴ
リズムのオプション 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 未サポート 

MRA での Cisco DX シリーズ
のエンドポイント 

10.2.4(99) 以降でサ
ポート 

10.2.4(99) 以降でサ
ポート 

試用版（KPML なし） 試用版（KPML 
なし） 

MRA での Cisco IP Phone 
7800/8800 シリーズ 

試用版（KPML あり） 試用版（KPML あり） 試用版（KPML なし） 試用版（KPML 
なし） 

アーリー メディア サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象

https://www.openssl.org/docs/man1.0.1/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT
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機能/変更 X8.5.3 X8.5.2（取り消し済み） X8.5.1 X8.5

Unsolicited NOTIFY のパスス
ルー 

サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象

複数の導入 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
セキュアな接続チェッカー サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
syslog パブリッシュ フィルタ サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
コール詳細レコード (CDR)  サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
メディア統計情報 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
パスワード変更に承認が必要 サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象
スタティック ルート サポート対象 サポート対象 サポート対象 サポート対象

 

X8.5.2 

注：このリリースは取り消されており、ダウンロードできなくなりました。 

新しいエンドポイントの MRA サポート 

次の新しいエンドポイントを組み込むように Mobile & Remote Access (MRA) を拡張しました。 

DX シリーズのエンドポイントは、バージョン 10.2.4(99) 以降を実行している場合は、MRA を介して公式にサポートされます。
Cisco IP Phone 78/8800 シリーズのエンドポイントの MRA を介してのサポートは公式には行われていませんが、Mobile & 
Remote Access でそれらのエンドポイントを試用する場合は、バージョン 10.3.1 以降を実行している必要があります。 

 Cisco DX650 
 Cisco DX80 

 Cisco DX70 

 Cisco IP Phone 8800 シリーズ 

 Cisco IP Phone 7800 シリーズ 

MRA 経由で Cisco Unified Communications Manager に登録するために DX シリーズまたは IP Phone 78/8800 シリーズのエン
ドポイントを展開する場合、次の点に注意する必要があります。 

 電話セキュリティ プロファイル：いずれかのエンドポイントの電話セキュリティ プロファイルで [TFTP 暗号化設定 
(TFTP Encrypted Config)] にチェックマークが付いている場合、MRA でそのエンドポイントを使用することはできませ
ん。これは、MRA ソリューションが CAPF (Certificate Authority Proxy Function) とインタラクティブに機能するデバイ
スをサポートしないためです。 

 信頼リスト：これらのエンドポイントのルート CA 信頼リストは変更できません。Expressway-E のサーバ証明書がエン
ドポイントが信頼する CA のいずれかによって署名されていること、および CA が Expressway-C および Expressway-E 
によって信頼されていることを確認します。 

 帯域幅制限：Cisco Unified Communications Manager のデフォルト リージョンの [ビデオコールの最大セッション ビッ
ト レート (Maximum Session Bit Rate for Video Calls)] はデフォルトで 384 kbps です。Expressway-C のデフォルト 
コールの帯域幅は、デフォルトで 384 kbps です。これらの設定は、DX シリーズに期待されるビデオ品質を実現するに
は低すぎる場合があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx650/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx80/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/dx70/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
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KPML パススルー 

Key Press Markup Language サポートにより、ネットワークの外の電話機ユーザがオフフック ダイヤル、グループ コール ピッ
クアップ、短縮ダイヤルなどのエンドポイントにシグナリングされた Unified CM の機能を使用できます。 

更新された言語パック 

Web インターフェイスと組み込み Web ヘルプは次の言語にローカライズされています。 

 中国語 

 フランス語 

 ドイツ語 

 スペイン語 

 日本語 

 Korean 

 ロシア語 

注：これらのローカライズは、X8.5.1 バージョンの UI とヘルプに適用されます。 

重要な動作変更 

MRA の許可はデフォルトでレートを制御し、Expressway 上での不要な承認の負荷を軽減しました。現在のエンドポイント ソフ
トウェアが必要以上の頻度で認証し、Expressway が HTTP 429「要求が多すぎます (Too Many Requests)」を発行する可能性
があるため、アップグレード時には注意が必要です。アップグレード後にこのエラーが定期的に発生する場合は、[設定 
(Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [設定 (Configuration)] > [詳細設定 
(Advanced)] でレート コントロールの設定を編集できます。 

ソフトウェアで拡張された機能 

 このリリースでは、コラボレーション サービスにアクセスするユーザを MRA を介して正常に承認するためのレート コン
トロールを導入しました。この機能は SSO 認証ユーザと非 SSO 認証ユーザに適用されます。 

 X8.5.1 で導入したシングル サインオン機能をこのリリースでさらに改善しました。ユーザ トークンに関するステータス
情報を改善しました。また、必要に応じて、1 人のユーザまたはすべてのユーザに発行されたトークンを消去することも
できます。SAML エクスポート機能の UI を改善しました。 

 クラスタ データベース (CDB) の復元力を改善しました。 
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X8.5.1 

MRA での SSO 

Expressway-C はクライアントに提供する SSO 要求の署名にデフォルトで SHA-256 を使用していますが、必要に応じてこれを 
SHA-1 を使用するように変更できます。バージョン X8.5 で SSO 機能を試用した場合、Expressway-C はデフォルトで SHA-1 
になっていました。また、別のアルゴリズムを選択する方法はありませんでした。 

注：X8.5 で SSO 機能を使用していた場合、この変更によって X8.5.1 にアップグレードした後は動作しなくなる可能性があり
ます。これを解決するには 2 つのオプションがあります。1 つは Expressway-C で新しいデフォルトをそのままにすることで
す。この場合は IdP を再設定して要求が SHA-256（セキュリティを強化するために推奨）で署名されるようにする必要がありま
す。もう 1 つは、Expressway-C の IdP に対する署名アルゴリズムを SHA-1 に戻すことです（[設定 (Configuration)] > [ユニ
ファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [アイデンティティ プロバイダー (IdP) (Identity Providers (IdP))] に
移動し、IdP の行を見つけて [アクション (Actions)] 列で [ダイジェストの設定 (Configure Digest)] をクリックします）。 

Jabber 10.6 のファイル転送サポート 

以前は Expressway のドキュメントに掲載されていた MRA 制限による Cisco Jabber のファイル転送を次のように変更しました。 

 MRA を介しての IM and Presence Service および Jabber 使用時のピアツーピアのファイル転送はサポートされません。 

 IM and Presence Service 10.5.2 以降および Jabber 10.6 以降のクライアントでのマネージドファイル転送 (MFT) は、
MRA を介してサポートされます 

 WebEx Messenger Service および Cisco Jabber でのファイル転送は MRA を介してサポートされます 

Jabber 10.6 は、複数のドメイン、またはサブドメインを持つドメインにユーザがまとめられているインフラストラクチャに導
入できます。これには、IM and Presence Service 10.0.x（以降）が必要です。 

限定されたテストでは、この機能は MRA を介して動作することが示されています。そのため、この機能は Expressway X8.5.1 
以降で試用版となり、将来の Expressway のバージョンでテストとフル サポートが行われる予定です。 

注：この機能は、X8.5 でリリースされた複数導入の機能とは異なります。その機能は 1 つの導入環境で 1 つのドメインに限定
されており、導入環境内のすべての IM and Presence サービス クラスタが 1 つのドメインとして機能します。この機能は、共
通する一連の 1 つまたは複数のプレゼンス ドメインを提供する導入環境内のすべての IM and Presence サービスクラスタに対
する MRA サポートを対象としている点で異なっています。 

新しい各ドメインは Expressway のパフォーマンスに影響を及ぼします。現在のところ、ドメインは 50 以内にすることを推奨
しています。 
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X8.5 

機能の試用 

依存するシステムでの試用のためにこのバージョンに次の機能を実装しました。現時点ではサポートされていないため、実稼働
環境では依存しないでください。これらの機能のフル サポートは、今後の Expressway ソフトウェアのリリースで予定されてい
ます。 

（試用）MRA でのシングル サイオン 

ネットワーク外からオンプレミスのユニファイド コミュニケーション サービスにアクセスする SSO 対応クライアントに対して
シングル サインオン（共通 ID）を有効にします。 

（試用）新しいエンドポイントに対する MRA のサポート 

このリリースでは、Mobile & Remote Access を拡張し、Cisco DX Series のエンドポイントと 8800 シリーズおよび 7800 シ
リーズの IP フォンの Cisco Unified Communications Manager への登録をサポートしています。IP フォンの一部の機能は、特
にそれらの機能が DTMF/KPML パススルーに依存している場合は、X.8.5 では使用できません。この制限は X8.5.2 で解決されて
います。 

MRA でのシングル サインオン 

ネットワークの外側からユニファイド コミュニケーション サービスにアクセスするエンドポイント用のシングル サインオンを
有効にするには、この機能を使用します。エッジ経由のシングル サインオンは、エッジでの Expressway ペアのセキュアなトラ
バーサル機能に依存し、内部のサービス プロバイダーと外部で解決可能なアイデンティティ プロバイダー (IdP) 間の関係を信頼
します。 

エンドポイントを VPN 経由で接続する必要はありません。これらは 1 つの ID と 1 つの認証メカニズムを使用して複数のユニ
ファイド コミュニケーション サービスにアクセスします。認証は IdP が行います。Expressway または内部 Unified CM サービ
スでは認証されません。 

サポートされるエンドポイント  

 Cisco Jabber 10.6 以降 

注：Jabber クライアントは、Mobile & Remote Access (MRA) 経由の SSO がサポートされる唯一のエンドポイントです。 

サポートされるユニファイド コミュニケーション サービス  

 Cisco Unified Communications Manager 10.5(2) 以降 

 Cisco Unity Connection 10.5(2) 以降 

 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 10.5(2) 以降 

 他の内部 Web サーバ（たとえば、イントラネット） 
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仕組み  

Cisco Jabber は、ユニファイド コミュニケーション サービスを要求する前に、組織のネットワーク内にいるかどうかを判定し
ます。ネットワークの外側にいる場合は、ネットワークのエッジ上の Expressway-E からのサービスを要求します。シングル サ
インオンがエッジで有効な場合、Expressway-E は、ユーザを認証するよう署名要求を付けて IdP に Jabber をリダイレクトし
ます。 

IdP は、クライアント自体を識別するためにクライアントにチャレンジを行います。この ID が認証されると、IdP は、ID が本物
であるという署名アサーションを付けて Jabber のサービス要求を Expressway-E にリダイレクトして戻します。 

Expressway-E は IdP を信頼し、ネットワーク内の該当するサービスに要求を渡します。ユニファイド コミュニケーション サー
ビスは、IdP と Expressway-E を信頼するので、Jabber クライアントにサービスを提供します。 

図 22： オンプレミス UC サービスのリモート シングル サインオン 

 

MRA の SSO オプションについて 

エッジ経由の SSO の Expressway オプション（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified 
Communications)] > [設定 (Configuration)] ページ）は次のとおりです。 

 [排他 (Exclusive)]：これは、最もセキュアなオプションです。許可される唯一の認証エージェントである IdP 経由の認
証が必要です。認証方法は、証明書ベース、二要素、またはユーザ名とパスワードのいずれかに設定できます。このオ
プションは、MRA 経由の Jabber クライアントのみを許可します。クライアントは SSO 認証モードである必要があり
ます。 

 [オン (On)]：IdP または Expressway ペアによる認証を許可します。Expressway はユーザ名とパスワードの認証のみを
サポートします。IdP が認証エージェントの場合、証明書ベースまたは二要素認証も使用できます。このオプションは、
MRA 経由の SSO 認証モードまたは基本認証モードの Jabber クライアントを許可します。また、IP フォンと 
TelePresence デバイスを含む（SSO 以外の）エンドポイントも許可します。 

 SSO 認証モードの Jabber クライアントは最初に IdP で認証を試行します。これが失敗すると、Expressway 経由での
認証を試行します。 

 基本認証モードの Jabber クライアントはユーザ名とパスワードの認証を使用します。 

 その他のエンドポイントと IP フォンも、ユーザ名とパスワード認証を使用します。 
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 [オフ (Off)]：許可される唯一の認証エージェントである Expressway 経由の認証が必要です。ユーザ名とパスワードは、
サポートされる唯一の認証方式です。基本認証モードのエンドポイント、IP フォン、および Jabber クライアントは 
MRA 経由で許可されます。 

注：Expressway が認証エージェントとして使用されると、認証要求は Expressway ペア経由でプロキシされ、認証トークンが
返されます。 

回線側機能の改善 

Expressway の回線側の SIP 機能を拡張し、Unified CM へのエンドポイントの登録を MRA がサポートするように改善しまし
た。改善点は次のとおりです。 

MRA での Early Media のサポート 

この機能をサポートすることによって、エンドポイントのユーザはコールが完全に確立される前に相手先からメディアをヒアリン
グしてコールの進捗を示したり（ビジー トーンなど）、インタラクティブな音声レスポンダ メッセージを再生したりできます。 

MRA の導入環境では 183 の暫定応答のパススルーをサポートして Early Media を有効にしますが、この機能はエンドポイント
のサポートに依存します。Early Media は TC シリーズのエンドポイント向けの最新ソフトウェアでサポートされていますが、
Jabber 10.6 ではサポートされていません。 

Unsolicited NOTIFY のパススルー 

Unified CM とエンドポイント間の Unsolicited NOTIFY によって、メッセージ受信インジケータ (MWI) のような機能をサポート
します。 

Unified Communications サービスへの Mobile & Remote Access のパーティショニングを実現する複
数導入 

このリリースでは、Expressway への「導入」という概念について説明します。 

導入とは抽象的な境界を指し、ドメインまたは 1 つ以上のユニファイド コミュニケーション サービス プロバイダー（Unified 
CM、Cisco Unity Connection、および IM and Presence Service ノードなど）を包含します。複数導入の目的は、Mobile & 
Remote Access (MRA) ユーザが使用できるユニファイド コミュニケーション サービスをパーティション化することです。これ
により、異なる MRA ユーザのサブセットが、同じ Expressway のペアを介して異なるセットのサービスにアクセスできるよう
になります。 

導入数は 10 以下に留めることをお勧めします。 

例 

ライブ MRA 環境と準備中の環境をそれぞれ構築するには、2 セットのユニファイド コミュニケーション インフラストラクチャ
の実装を検討します。またこの実装では、3 つ目のセットとして、機密通信用に独立した環境も必要になる可能性があります。 
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図 23： ネットワーク外からアクセスされるユニファイド 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複数の
配置 

 

サービスアビリティの改善 

セキュアな接続チェッカー 

この新しいユーティリティによって、Expressway からセキュアな接続が可能かどうかをテストできるようになりました。この
ユーティリティは、セキュアな接続を妨げるエラーを探し出すことによってトランザクションを実行している当事者が提示した
証明書の有効性を確認します。 

FQDN、ホスト名、または IP アドレスを入力するだけで、設定に影響を与えることなく、セキュアな接続をテストできます。 

この機能は次の状況で使用できます。 

 Mobile & Remote Access を設定中にユニファイド コミュニケーション サーバ/ノードを検出したため、TLS または 
HTTPS が設定したノードで使用できるかどうかをテストしたい 

 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、またはセキュア トラバーサル ゾーンを Expressway-C と 
Expressway-E の間に設定している 

この時点で、Expressway が各リモート syslog ホストに重大度レベル別に送信するログをフィルタリングできます。 

たとえば、syslog ホストは通常、複数のシステムから syslog メッセージを受信しているため、「エラー」メッセージ（および
より重大度が高いもの）のみをこのホストに送信するように Expressway を制限できます。Expressway の問題のトラブル
シューティング中はホストを変更せずに保持する場合は、2 番目の一時的なホストを設定し、「デバッグ」レベルのメッセージ
を受信するように設定できます（最も冗長 = すべての重大度のメッセージ）。この後に問題を解決してから、プライマリ syslog 
ホストを危険にさらすことなく、設定を安全に削除できます。 
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コール詳細レコード (CDR)  

Expressway はコールの接続と切断を記録できるようになりました。短時間のみ存続する CDR を外部システムが Expressway か
ら読み取ることができる新しいサービスを導入しました。 

また、CDR をより長期にわたってログに記録するオプションも追加しました。この場合、CDR は情報メッセージとして syslog 
ホストにパブリッシュされます。このオプションは、イベント ログに数日間 CDR を保管しますが、ローカル データは迅速に入
れ替わります。 

注：CDR のレポートはベスト エフォートであるため、正確な課金を行う場合は依存できません。 

メディア統計情報 

このリリースで、メディア統計情報のロギング サービスを追加しました。サービスがアクティブな場合は、最大 2 GB のデー
タがローテーション ログにローカルに保管されます。また、統計情報はオフライン ストレージと分析用に syslog メッセージ
としてもパブリッシュされます。コールごとに、Expressway は、パケット数、ビットレート、ジッターなどの統計情報を追跡
します。 

その他の変更 

機能拡張と使いやすさの改善 

 以前は CLI でのみ追加できなかったスタティック IP ルートを Web UI が使用して追加できるようになりました。この機
能を提供するための新しいページができました（[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)]）。 

 証明書署名要求 (CSR) ジェネレータで、証明書用に要求するダイジェスト アルゴリズムが選択できるようになりまし
た。オプションは、SHA-1、SHA-256（新しいデフォルト）、SHA-384、および SHA-512 です。X8.5.1 よりも前の 
Expressway バージョンでは、CSR ページにはアルゴリズムを選択する方法がなく、CSR は SHA-1 をデフォルトで使用
していました。 

変更された機能 

 管理者アカウント パスワードを変更すると、管理者はログイン時に自分のパスワードを入力して変更を承認しなければな
らなくなりました。 

 IP およびイーサネットの設定ページのメニューの場所が新しくなりました。以前は [システム (System)] > [IP] と [システ
ム (System)] > [イーサネット (Ethernet)] でしたが、現在は、[システム (System)] > [ネットワーク インターフェイス 
(Network interfaces)] > [IP] と [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)] になっています。 

 Expressway-C はクライアントに提供する SSO 要求の署名にデフォルトで SHA-256 を使用していますが、必要に応じ
てこれを SHA-1 を使用するように変更できます。バージョン X8.5 で SSO 機能を試用した場合、Expressway-C はデ
フォルトで SHA-1 になっていました。また、別のアルゴリズムを選択する方法はありませんでした。 
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注：X8.5 で SSO 機能を使用していた場合、この変更によって X8.5.1 にアップグレードした後は動作しなくなる可能性
があります。これを解決するには 2 つのオプションがあります。1 つは Expressway-C で新しいデフォルトをそのまま
にすることです。この場合は IdP を再設定して要求が SHA-256（セキュリティを強化するために推奨）で署名されるよ
うにする必要があります。もう 1 つは、Expressway-C の IdP に対する署名アルゴリズムを SHA-1 に戻すことです
（[設定 (Configuration)] > [ユニファイド コミュニケーション (Unified Communications)] > [アイデンティティ プロバイ
ダー (IdP) (Identity Providers (IdP))] に移動し、IdP の行を見つけて [アクション (Actions)] 列で [ダイジェストの設定 
(Configure Digest)] をクリックします）。 

X8.2 

ユニファイド コミュニケーション：Jabber Guest 

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。 

外部 XMPP フェデレーション 

外部 XMPP フェデレーションでは、Unified CM IM & Presence 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 
Expressway-E を介して通信できるようにします。 

TCP での TURN メディア 

Expressway-E の TURN サーバは、TCP 上の TURN メディアをサポートします。 

これによって、クライアントは UDP 接続がサポートされていない、またはブロックされている環境で TURN サービスを使用で
きます。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。 

新しい「ユニファイド コミュニケーション トラバーサル」ゾーンのタイプ 

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 クライアント ゾーンとトラバーサル サーバ ゾーンの設定を簡略化
するため、Web インターフェイスを使用したゾーンの設定時に新しいゾーン タイプの [ユニファイド コミュニケーション トラ
バーサル (Unified Communications traversal)] を使用することが必要になりました。 

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。 

トラバーサル クライアント ゾーンやトラバーサル サーバ ゾーンの設定時に使用できた、以前の [ユニファイド コミュニケー
ション サービス (Unified Communications services)] の設定がこの設定に置き換わります。以前のソフトウェア バージョンで 
[ユニファイド コミュニケーション サービス (Unified Communications services)] に設定した既存のゾーンが、新しいユニファ
イド トラバーサル ゾーン タイプを使用するように変換されます。 

このゾーン タイプは Web インターフェイスのみに適用されます。基盤の CLI 設定は変更されていません。 
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X-cisco-srtp-fallback のサポート 

X-cisco-srtp-fallback パッケージのサポートを追加しました。これにより、Expressway の B2BUA が Cisco Unified 
Communications Manager 形式のベスト エフォート メディア暗号化を使用して、TLS ネイバー ゾーンが自動的に生成できるよ
うになりました。 

RTP と RTCP のメディア逆多重化ポート 

小規模/中規模のシステムでは 1 ペアの RTP と RTCP メディア逆多重化ポートを使用します。これらのポートが明示的に指定で
きるようになりました（[設定 (Configuration)] > [トラバーサル (Traversal)] > [ポート (Ports)]）。また、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もできます。X8 の以前のリリースでは、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ていました。 

大規模システムでは 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。現在も、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。 

X8.2 にアップグレードした後も、既存のすべてのトラバーサル メディア ポートの設定やファイアウォールの要件は保持されます。 

診断のロギング 

診断ロギング機能を拡張し、次の機能を搭載しました。 

 xconfig ファイル  

 xstatus ファイル 

 （必要に応じて）クラスタ全体への tcpdump の有効化 

 すべてのファイルを単一のダウンロード可能な診断ログ アーカイブに統合（ピア単位） 

 ロギングを開始したユーザ/IP アドレスを Web の管理ページに表示 

xconfig ファイルと xstatus ファイルはロギング プロセスの開始時に取得されます。 

SIP REFER のサポート 

Expressway B2BUA は SIP REFER メッセージをサポートします。SIP REFER モードの高度なゾーン設定パラメータを導入しま
した。 

デフォルトでは REFER メッセージを転送しますが、REFER メッセージを終了させ、B2BUA を使用して相手側のエンドポイント
の代わりに（通常はブリッジへの）転送を実行するにように設定することができます。 

その他の機能拡張と使いやすさの改善 

 [HTTP サーバの許可リスト (HTTP server allow list)] ページ（企業内の追加の Web サービスにアクセスするために 
Mobile & Remote Access クライアントに使用）に、設定されたエントリが自動的に表示されるようになりました。 

 TLS ソケットのハンドシェイクのタイムアウト期間を設定できます（[設定 (Configuration)] > [プロトコル (Protocols)] > 
[SIP]）。 
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 [TURN リレー ステータス (TURN Relay status)] ページ（[ステータス (Status)] > [TURN リレー ステータス (TURN relay 
status)]）に、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 リストが表示されるようになりました。こ
のページで特定のクライアントを選択し、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確認できます。 

 検索ルールをコピーできます。検索ルールのリスト ページ（[設定 (Configuration)] > [ダイヤル プラン (Dial plan)] > [検
索ルール (Search rules)]）で [クローン (Clone)] アクションを使用して既存の検索ルールをコピーしてから編集すること
ができます。 

 DNS ルックアップ ツールを使用すると、ルックアップに使用する DNS サーバを（設定済みのデフォルトの DNS サーバ
の中から）選択できます。 

 自動保護サービスで、IPv6 アドレスをサポートするようになりました。 

変更された機能 

systemunit.xml ファイルへのアクセスを保護するようになりました。認証された Expressway 管理者アカウントのみがこのファ
イルにアクセスできます。これにより、Cisco TMS での Expressway の検出が影響を受ける可能性があります。 

コール ステータスとコール履歴に、暗号化または ICE をサポートするために B2BUA を通じてルーティングしたコンポーネント
と「B2BUA」というコンポーネント タイプ（以前の「暗号化 B2BUA (Encryption B2BUA)」）が表示されるようになりました。 

注：スタティック NAT モードの使用とメディアの暗号化/復号化の実行に対する B2BUA の関与を組み合わせると、
Expressway-E 外部のファイアウォールが Expressway-E から送信されるパケットを信頼しない可能性があります。ファイア
ウォールを NAT リフレクションを許可するように設定することで、これを回避できます。ファイアウォールでこれを許可できな
い場合は、Expressway-E 上の B2BUA を関与させないようにトラバーサル パスを設定する必要があります。 

X8.1.1 

ユニファイド コミュニケーション：Mobile & Remote Access 

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。 

設定の推奨事項やトラブルシューティングの詳細などの詳細情報については、『Unified Communications: Mobile and Remote 
Access via Expressway Deployment Guide』を参照してください。 

最大伝送ユニット (MTU) サイズの変更のサポート 

各ネットワーク インターフェイスの最大伝送ユニット (MTU) は、[システム (System)] > [IP] ページで設定できます。 

診断のロギング 

tcpdump 機能を診断ロギング ツールから削除しました。 

Jabber Guest 

Jabber Guest のサポートを削除しました（X8.1 では試用段階の機能として提供していました）。この機能は、今後の 
Expressway ソフトウェアのリリースで再導入される予定です。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b%E8%8B%B1%E8%AA%9E%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-licensing-information-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-licensing-information-listing.html
http://www.cmu.edu/computing/
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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。 

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 

 

本ドキュメントではこの項は英語のみで提供します。 

Cisco Legal Information 
THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE 
WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE 
ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL 
RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. 

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE 
INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF 
YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO 
REPRESENTATIVE FOR A COPY. 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of 
California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. 
Copyright © 1981, Regents of the University of California. 
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NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE 
PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE 
PRACTICE. 

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR 
INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING 
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and 
phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the 
document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content 
is unintentional and coincidental. 

All printed copies and duplicate soft copies are considered un-Controlled copies and the original on-line version should be 
referred to for latest version. 

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website 
at www.cisco.com/go/offices. 

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

Cisco Trademark 
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other 
countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks 
mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership 
relationship between Cisco and any other company. (1110R) 

http://www.cisco.com/go/offices/
http://www.cisco.com/go/trademarks
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