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はじめに
変更履歴
表 1 導入ガイドの変更履歴
日付
変更内容

理由

2018 年 3 月

「トラブルシューティング」のセクションが更新され、フェールオーバーが発生した場合に IM&P
ノード間で動的な移動がないことが明記されました。

2017 年 7 月

「前提条件」のセクションと、ドキュメントのレイアウトが更新されました。

2015 年 11 月 新しいテンプレートを適用。

X8.10 用に再発行され
ました。
X8.7 用に再発行。
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はじめに
この導入ガイドでは、Cisco Expressway（単に「Expressway」とも呼ぶ）を通じて、または IM and Presence Service を通じてオンプレミ
ス IM and Presence Service サーバから外部 XMPP フェデレーションを設定する際の詳細な手順について説明します。

XMPP フェデレーション用の Expressway または IM and Presence Service 間の決定
次の表で、Expressway と IM and Presence Service によってサポートされている機能の概要を説明します。この表を活用して、ニーズに
最も適した XMPP フェデレーション導入オプションを決定します。
機能
電子メール アドレスの変換
マルチクラスタ
スタティック ルート
内部フェデレーション
DMZ からの外部フェデレーションの終了
デュアル フェデレーション（内部および外部）
マネージド ファイル転送およびピアツーピア ファイル転送

Expressway
なし
なし（単一のクラスタのみ）
あり
なし
あり
なし
なし

IM and Presence Service
あり
あり
なし
あり
なし
あり（DMZ から外部フェデレーションは終了しない）
あり

注意：Expressway を通じて外部 XMPP フェデレーションを導入する場合、IM and Presence Service 上で XMPP フェデレーションをアク
ティブ化しないでください。同様に、IM and Presence Service を通じて XMPP フェデレーションを導入する場合は、Expressway 上で
XMPP フェデレーションをアクティブ化しないでください。

この導入ガイドの使用方法
Cisco Expressway ソリューションを介して IM and Presence Service 上で XMPP フェデレーションを設定する際の詳細については、
「外部 XMPP フェデレーション用の Expressway の導入（6 ページ）」を参照してください。
IM and Presence Service オプションを介して XMPP フェデレーションを設定する際の詳細については、「IM and Presence Service を
通じた XMPP フェデレーション（22 ページ）」を参照してください。

関連資料
ユニファイド コミュニケーション環境をセットアップするには、次のマニュアルに記載されている情報が必要になる場合があります。
『Cisco Expressway Administrator Guide』
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』。
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Cisco VCS ベース XMPP フェデレーション
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。

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、IM and Presence サービスの SIP フェ
デレーションと Expressway の外部 XMPP フェデレーションを展開することができます。

•

Expressway を通じて外部 XMPP フェデレーションを導入する場合、IM and Presence Service 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 IM and Presence Service 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 CMIM and Presence Service 9.1.1 以降。
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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。
•

ドメイン間 XMPP フェデレーションが Unified CMIM and Presence Service 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 サービス管理（Cisco Unified CM IM and Presence Service Administration）] > [プレ
ゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain Federation）] > [XMPP フェデレーション（XMPP Federation）] >
[設定（Settings）] に移動して、[XMPP フェデレーション ノードのステータス（XMPP Federation Node Status）] が [オフ（Off）] に
設定されていることを確認します。

•

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 IM and Presence Service 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 IM and Presence Service プレゼンス ドメインを設定。

c.

samaccountname@presencedomain と同じになるように電子メール アドレスを設定。

Unified CM IM and Presence Service によって管理される内部フェデレーションと Cisco Expressway によって管理される外部
フェデレーションは同時にサポートされません。内部フェデレーションのみが必要な場合に、Unified CM IM and Presence
Service 上でドメイン間フェデレーションを使用する必要があります。使用可能なフェデレーション導入の設定オプションは次のとお
りです。
•

外部フェデレーションのみ（Expressway で管理）。

•

内部フェデレーションのみ（Cisco Unified CM IM and Presence Service によって管理）。

•

Cisco Unified CM IM and Presence Service によって内部および外部フェデレーションが管理されますが、インバウンド接続
を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

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。
•

Transport Layer Security（TLS）とグループ チャットの両方を使用する場合は、Expressway-C および Expressway-E サーバ
証明書のサブジェクト名代替名リストに、IM and Presence Service サーバで設定されたチャット ノード エイリアスを含める必要が
あります。XMPPAddress または DNS の形式を使用します。Expressway-C は、一連の IM and Presence Service サーバを
検出すると、その証明書署名要求（CSR）にチャット ノード エイリアスを自動的に含めることに注意してください。Expressway-E 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（8 ページ）」を
参照してください。
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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（11 ページ）

•

XMPP フェデレーション用の DNS SRV レコード（15 ページ）

•

XMPP フェデレーション用のポート使用状況（16 ページ）

•

XMPP フェデレーションのステータスの確認（17 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（17 ページ）

Expressway を通じた XMPP フェデレーションのタスク フロー
下の表は、Expressway に XMPP フェデレーションを正常に導入するために完了する必要があるタスクの概要を示しています。
タスク
フェデレーション用の電子メール アドレスの検証

参照先
外部 XMPP フェデレーション用の
Expressway の導入（6 ページ）
IM and Presence Service が動作していて、XMPP フェデレーションにオフになっている 外部 XMPP フェデレーション用の
ことの確認
Expressway の導入（6 ページ）
サーバ証明書の要件の完了
ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明
書要件（6 ページ） x
Expressway-C 上での XMPP フェデレーション用のローカル ドメインの設定
外部 XMPP フェデレーション用の
Expressway の設定（11 ページ）
XMPP フェデレーション用の Expressway-E の設定
外部 XMPP フェデレーション用の
Expressway の設定（11 ページ）
DNS ルックアップまたはスタティック ルートによるフェデレーテッド ドメインとチャット ノード 外部 XMPP フェデレーション用の
エイリアス用の XMPP サーバの検索方法の設定
Expressway の設定（11 ページ）
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
外部 XMPP フェデレーション用の
Expressway の設定（11 ページ）
XMPP フェデレーション用 DNS SRV レコードの公開（スタティック ルートを使用しない場 XMPP フェデレーション用の DNS SRV レコー
合）
ド（15 ページ）
正しいファイアウォール ポートが開いていることの確認
XMPP フェデレーション用のポート使用状況
（16 ページ）
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の確認
（17 ページ）
接続トラブルシューティング
外部 XMPP フェデレーションのトラブルシュー
ティング（17 ページ）

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。

8

Cisco Unified Communications XMPP フェデレーション導入ガイド

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

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）

これらの目的で CSR を生成する場合
モバイル & リモー
XMPP フェデレー ビジネス ツー ビ
Jabber Guest
ジネス コール
ト アクセス
ション
Expressway-E
でのみ必要

—

—

—

—

—

Expressway-E
でのみ必要

—

—

—

必須

—

—

—

—

Expressway-C
でのみ必要

Expressway-C
でのみ必要

XMPP フェデレーション ドメイン
IM and Presence のチャット ノード エイリアス
（フェデレーテッド グループ チャット）
Unified CM 電話セキュリティ プロファイル名
（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

（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。
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図 1：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 MRA 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 2：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。

10

Cisco Unified Communications XMPP フェデレーション導入ガイド

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 9.1.1 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。
•

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（8 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。
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（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。

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（19 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 2：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 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
（Use static routes）
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（14
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 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。
mode）
[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。

プライバシー モード（Privacy 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。
Mode）
[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（15 ページ）」を参照し
てください。
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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（15 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。

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。
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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。
•

[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
example.com

サービス
xmpp-server

プロトコル
tcp

プライオリティ
0

ウェイト
0

ポート
5269

ターゲット ホスト
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
federated.com

サービス
xmpp-server

プロトコル
tcp

プライオリティ
0
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0

ポート
5269

ターゲット ホスト
xmppserver.federated.com
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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。

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
chatroom1.example.com

サービス
xmpp-server

プロトコル
tcp

プライオリティ
0

ウェイト
0

ポート
5269

ターゲット ホスト
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
XMPP

プロトコル
TCP

Expressway-C（送信元）
一時ポート

Expressway-E（リスニング）
7400

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
XMPP

プロトコル
TCP

Expressway-E（送信元）
一時ポート

フェデレーテッド XMPP サーバ（リスニング）
5269
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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
XMPP

プロトコル
TCP

フェデレーテッド XMPP サーバ（送信元）
一時ポート

Expressway-E（リスニング）
5269

Expressway-C から IM and Presence サーバへ
目的
XMPP

プロトコル
TCP

Expressway-C（送信元）
一時ポート

IM and Presence サーバ（リスニング）
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。

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。
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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。

•

Expressway-C が Expressway-E リモート ホスト上の XCP に接続できない場合：
o

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。

o

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 ノードが停止の後に別のノードにフェールオーバーする場合、影響を受けるユーザはその他方のノー
ドに動的に移動することはありません。Expressway はこの機能をサポートしておらず、テストされていません。

•

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。
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•

[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（8 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）]）。

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。
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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。

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。
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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。

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。
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IM and Presence Service を通じた XMPP
フェデレーション
この統合により、外部ドメイン内の IM and Presence Service ユーザと外部ドメインのユーザとの間で、プレゼンス情報やインスタント メッ
セージ（IM）を交換できるようになります。

サポートされるシステム
IM and Presence Service、リリース 9.1.1 以降は、次のエンタープライズとの XMPP フェデレーションをサポートしています。
•

Cisco WebEx Messenger Release 7.x

•

IBM Sametime Release 8.2 および 8.5

•

Cisco Unified Presence Release 8.x

•

IM and Presence Service Release 9.x 以降

•

XMPP 標準に準拠したその他のサーバ

注：IM and Presence Service は IM and Presence Service Release 9.x Enterprise と Cisco Unified Presence Release 7.x
Enterprise 間の XMPP フェデレーションをサポートしていません。
注：外部ドメインを使用して、XMPP フェデレーションをイネーブルにする場合、外部ドメインが Cisco Unified Presence の SIP フェデレー
ション ドメインとして設定されていないことを確認します。
例：example.com の Cisco Unified Presence 配置は、SIP ベースのフェデレーションとして過去に設定されています。ただし、
example.com では、XMPP サポートが追加されています。したがって、ローカル管理者は代わりに XMPP ベース フェデレーションを有効
にしようとします。これを行えるようにするには、まずローカル管理者が Cisco Unified Presence で SIP フェデレーテッド ドメインとしての
example.com を削除する必要があります。
IM and Presence Service と WebEx Enterprise のフェデレーションを実行する場合、WebEx Connect クライアント ユーザは IM and
Presence Service ユーザを一時的なチャット ルームまたはパーシステント チャット ルームに招待できません。これは、WebEx Connect
クライアントにある設計の制約のためです。
XMPP を介したフェデレーションを IM and Presence Service が行えるようにするには、このガイドで説明されている手順に従って、IM
and Presence Service 上で XMPP フェデレーションを有効にし設定する必要があります。
複数の IM and Presence Service クラスタがある場合、1 つのクラスタに少なくとも 1 つのノードで XMPP フェデレーションを有効にし、
設定する必要があります。また、すべてのクラスタで XMPP フェデレーション設定を同じにする必要があります。トラブルシュータ診断では、
クラスタ全体の XMPP フェデレーション設定が比較され、クラスタ全体で XMPP フェデレーション設定が同じかどうかがレポートされます。
ファイアウォールのために Cisco Adaptive Security Appliance を配置する場合、次の点に注意してください。
•

ルーティング、スケール、パブリック IP アドレス、認証局（CA）の考慮事項については、統合の準備に関するトピックを参照してください。

•

ホスト名、タイムゾーン、クロックなどの前提条件情報の設定については、Cisco Adaptive Security Appliance を設定するタスク
を参照してください。
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クラスタ間展開とマルチノード展開
注：クラスタ間 IM and Presence Service 展開に関連する設定手順は、マルチノード IM and Presence Service 展開にも適用できます。
単一のクラスタの場合、クラスタ内の 1 ノードでのみ XMPP フェデレーションをイネーブルにする必要があります。パブリック DNS では、そ
のエンタープライズに対してただ 1 つの DNS SRV レコードがパブリッシュされます。この DNS SRV レコードは、XMPP フェデレーション
が有効な IM and Presence Service ノードにマッピングされます。外部ドメインからの着信要求はすべて、パブリッシュされた SRV レコー
ドに基づいて、XMPP フェデレーションが実行されているノードにルーティングされます。これらの要求は、内部的には IM and Presence
Service により、各ユーザにとって適切なノードにルーティングされます。また、IM and Presence Service は、XMPP フェデレーションを
実行するノードを通じてすべての発信要求をルーティングします。
（たとえば、規模を拡大する目的で）複数の IM and Presence Service クラスタをパブリッシュしたのに伴って XMPP フェデレーションを各
クラスタにつき少なくとも 1 つずつ有効にする必要がある場合などには、複数の DNS SRV レコードをパブリッシュすることもできます。
XMPP フェデレーションでは、SIP フェデレーションとは異なり、IM and Presence Service が配置されたエンタープライズ ドメインに対して
エントリ ポイントがただ 1 つである必要はありません。そのため IM and Presence Service では、パブリッシュされているノードのうち
XMPP フェデレーションが有効であるいずれのノードに対しても、着信要求をルーティングすることができます。
クラスタ間およびマルチノード クラスタ IM and Presence Service 展開では、外部 XMPP フェデレーテッド ドメインが新しいセッションを開
始すると、要求をルーティングする場所を設定するために DNS SRV ルックアップが実行されます。複数の DNS SRV レコードをパブリッ
シュした場合、DNS ルックアップでは複数の結果が返されます。IM and Presence Service では、DNS でパブリッシュされたいずれの
サーバへも、要求をルーティングすることができます。これらの要求は、内部的には IM and Presence Service により、各ユーザにとって
適切なノードにルーティングされます。IM and Presence Service では、発信される要求は、XMPP フェデレーションが実行されているクラ
スタ内のいずれかのノードを経由してルーティングされます。
XMPP フェデレーションを実行しているノードが複数ある場合は、パブリック DNS 内でパブリッシュするノードを 1 つだけ選択することもで
きます。この設定では、IM and Presence Service は、XMPP フェデレーションを実行するノード全体で着信要求をロード バランシングす
るのではなく、その単一ノードを通じてすべての着信要求をルーティングします。IM and Presence Service は、発信要求のロード バラン
シングを行って、クラスタ内で XMPP フェデレーションを実行するノードに発信要求を送信します。

IM and Presence Service と IBM Sametime 間の XMPP フェデレーテッド ネットワー
クの例
次の図は、IM and Presence Service のエンタープライズ展開と IBM Sametime のエンタープライズ展開との間の XMPP フェデレー
テッド ネットワークの具体例を示したものです。Transport Layer Security（TLS）は、XMPP フェデレーションではオプションです。XMPP
フェデレーションの場合、Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）はファイアウォールとしてのみ機能し、TLS プロキシ機能やポート
アドレス トランスレーション（PAT）を実行する役割は果たしません。
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内部 IM and Presence Service エンタープライズ展開内には、2 台のドメイン ネーム システム（DNS）サーバがあります。一方の DNS
サーバは、IM and Presence Service のプライベート アドレスをホストします。もう一方の DNS サーバは、SIP フェデレーションに使用す
る IM and Presence Service のパブリック アドレスと DNS SRV レコード（_sipfederationtls）、および IM and Presence Service との
XMPP フェデレーションに使用する DNS SRV レコード（_xmpp-server）をホストします。IM and Presence Service のパブリック アドレ
スをホストする DNS サーバは、ローカルの DMZ に配置します。

IM and Presence Service を通じた XMPP フェデレーションのタスク フロー
下の表は、IM and Presence Service を通じて正常に XMPP フェデレーションを導入するために完了する必要があるタスクの概要を示し
ています。
タスク
XMPP フェデレーション用の IM and Presence Service を設
定する
XMPP フェデレーションのセキュリティの設定
（オプション）フェデレーション機能用の電子メールを設定する
XMPP フェデレーション サービスをオンにする
XMPP フェデレーション用に Cisco Adaptive Security
Appliance を設定する
IM and Presence Service を通じた XMPP フェデレーション
のトラブルシューティング

参照先
XMPP フェデレーション用の IM and Presence Service を設定する
（24 ページ）
XMPP フェデレーションに使用するセキュリティ証明書の設定（35 ページ）
フェデレーション設定の電子メール アドレス（40 ページ）
XMPP フェデレーション サービスをオンにする（35 ページ）
XMPP フェデレーション用に Cisco Adaptive Security Appliance を設
定する（34 ページ）
XMPP フェデレーション統合に関するトラブルシューティング（47 ページ）

XMPP フェデレーション用の IM and Presence Service の設定
•

XMPP フェデレーションの全般設定の設定（24 ページ）
• XMPP フェデレーションの概要（25 ページ）
• XMPP フェデレーション用サービスの再起動に関する特記事項（25 ページ）
• ノードで XMPP フェデレーションをオンにする（26 ページ）
• XMPP フェデレーションのセキュリティ設定を指定する（26 ページ）

•

XMPP フェデレーション用の DNS の設定（27 ページ）
• XMPP フェデレーション用の DNS SRV レコード（27 ページ）
• XMPP フェデレーションのチャット機能用 DNS SRV レコード（30 ページ）
• XMPP フェデレーションのチャット ノードの DNS SRV レコードを設定する（31 ページ）

•

XMPP フェデレーションのポリシー設定（32 ページ）
• ポリシー例外設定（32 ページ）
• XMPP フェデレーションのポリシーの設定（32 ページ）

•

XMPP フェデレーション用に Cisco Adaptive Security Appliance を設定する（34 ページ）

•

XMPP フェデレーション サービスをオンにする（35 ページ）

IM and Presence Service 上の XMPP フェデレーションの全般設定を設定する
•

XMPP フェデレーションの概要（25 ページ）

•

XMPP フェデレーション用サービスの再起動に関する特記事項（25 ページ）

•

ノードで XMPP フェデレーションをオンにする（26 ページ）

•

XMPP フェデレーションのセキュリティ設定を指定する（26 ページ）
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XMPP フェデレーションの概要
IM and Presence Service、リリース 9.0 以降は、次のエンタープライズとの XMPP フェデレーションをサポートしています。
•

Cisco WebEx Messenger Release 7.x

•

IBM Sametime Release 8.2 および 8.5

•

Cisco Unified Presence リリース 8.x

•

IM and Presence Service Release 9.x 以降

注：IM and Presence Service は IM and Presence Service Release 9.x Enterprise と Cisco Unified Presence Release 7.x
Enterprise 間の XMPP フェデレーションをサポートしていません。
注：外部 XMPP フェデレーションを導入するために推奨される方法は、Expressway-C と Expressway-E のコラボレーション エッジ ソ
リューションを使用することです。
IM and Presence Service と WebEx Enterprise のフェデレーションを実行する場合、WebEx Connect クライアント ユーザは IM and
Presence Service ユーザを一時的なチャット ルームまたはパーシステント チャット ルームに招待できません。これは、WebEx Connect
クライアントにある設計の制約のためです。
XMPP を介したフェデレーションを IM and Presence Service が行えるようにするには、このガイドで説明されている手順に従って、IM
and Presence Service 上で XMPP フェデレーションを有効にし設定します。
複数の IM and Presence Service クラスタがある場合、1 つのクラスタに少なくとも 1 つのノードで XMPP フェデレーションを有効にし、
設定する必要があります。また、すべてのクラスタで XMPP フェデレーション設定を同じにする必要があります。トラブルシュータ診断では、
クラスタ全体の XMPP フェデレーション設定が比較され、クラスタ全体で XMPP フェデレーション設定が同じかどうかがレポートされます。
ファイアウォールのために Cisco Adaptive Security Appliance を配置する場合、次の点に注意してください。
•

ルーティング、スケール、パブリック IP アドレス、認証局（CA）の考慮事項については、統合の準備に関するトピックを参照してくだ
さい。

•

ホスト名、タイムゾーン、クロックなどの前提条件情報の設定については、Cisco Adaptive Security Appliance を設定するタスク
を参照してください。

XMPP フェデレーション用サービスの再起動に関する特記事項
XMPP フェデレーション設定のいずれかを変更する場合は、Cisco XCP Router および Cisco XCP XMPP Federation Connection
Manager を再起動する必要があります。サービスを再起動するには、[IM and Presence のサービスアビリティ（IM and Presence
Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。
•

Cisco XCP Router で、[ツール（Tools）] > [コントロール センタのネットワーク サービス（Control Center - Network Services）]
を選択します。

•

Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager で、[ツール（Tools）] > [コントロール センタ（Control Center）] > [機能
サービス（Feature Services）] を選択します。

Cisco XCP ルータ サービスを再起動すると、IM and Presence Service によってすべての XCP サービスが再起動されます。
1 つのノードで XMPP フェデレーションをイネーブルまたはディセーブルにする場合、XMPP フェデレーションをイネーブルまたはディセー
ブルにしたノードだけでなく、クラスタ内にあるすべてのノードの Cisco XCP ルータを再起動する必要があります。Cisco XCP ルータのそ
の他すべての XMPP フェデレーション設定については、設定を変更したノードのみを再起動する必要があります。
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ノードで XMPP フェデレーションをオンにする
デフォルトでこの設定はオンです。
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。[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）] を選択します。

2.

[XMPP フェデレーション ノードのステータス（XMPP Federation Node Status）] ドロップダウン リストで、[オン（On）] を選択します。

3.

[保存（Save）] をクリックします。

注：ノードで XMPP フェデレーションをイネーブルにしないと IM and Presence Service ノードで XCP XMPP Federation Connection
Manager サービスを起動できません。

XMPP フェデレーションのセキュリティ設定を指定する
はじめる前に
•

フェデレーション対象の外部ドメインで、Transport Layer Security（TLS）接続をサポートするかどうかを特定します。

•

TLS および Simple Authentication and Security Layer（SASL）設定を指定できるのは、Secure Sockets Layer（SSL）モード
の [TLS（オプション）（TLS Optional）] または [TLS（必須）（TLS Required）] を選択している場合のみです。

•

TLS を使用して IM and Presence Service と IBM 間のフェデレーションを設定する場合は、SSL モードの [TLS（必須）（TLS
Required）] を設定して、SASL を有効にする必要があります。

手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence サービス管理（Cisco Unified CM IM and Presence Service Administration）] ユーザ
インターフェイスにログインします。[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）] を選択します。

2.

ドロップダウン リストからセキュリティ モードを選択します。

3.

a.

[TLS なし（No TLS）]：IM and Presence Service で、外部ドメインとの TLS 接続が確立されません。外部ドメインとのフェデ
レーションには暗号化されていない接続が使用され、他のサーバの ID を識別するにはサーバ ダイヤルバック メカニズムが使
用されます。

b.

[TLS（オプション）（TLS Optional）]：IM and Presence Service で、外部ドメインとの TLS 接続が試行されます。IM and
Presence Service で TLS 接続の確立に失敗すると、サーバ ダイヤルバックに戻り、他のサーバの ID が検証されます。

c.

[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。

ルート CA 証明書に対して外部ドメイン サーバの証明書を厳密に検証することを必須にするには、[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）] チェックボックスをオンにします。[TLS（オプション）（TLS Optional）] ま
たは [TLS（必須）（TLS Required）] のセキュリティ設定を選択すると、デフォルトでこの設定はオンです。

注：WebEx との XMPP フェデレーションを設定する場合は、[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）] チェックボックスをオンにしないでください。
4.

IM and Presence Service によって、着信接続の試行および実行の SASL EXTERNAL 検証時に SASL EXTERNAL のサポート
が確実にアドバタイズされるようにするには、[すべての着信接続で SASL EXTERNAL を有効化（Enable SASL EXTERNAL on
all incoming connections）] チェックボックスをオンにします。
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5.

外部サーバが SASL EXTERNAL を要求する場合に、IM and Presence Service によって SASL 認証 ID が外部ドメインに確実
に送信されるようにするには、[アウトバウンド接続で SASL を有効化（Enabling SASL on outbound connections）] チェックボッ
クスをオンにします。

6.

IM and Presence Service への接続を試行する外部サーバの ID を検証するために DNS を使用する場合、ダイヤルバックシー
クレットを入力します。ドメイン ネーム システム（DNS）によって外部サーバの ID が検証されるまで、IM and Presence Service
は、外部サーバからパケットを受け入れません。

7.

[保存（Save）] をクリックします。

ヒント：セキュリティ設定の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。
ヒント：ノードがクラスタ間展開の一部の場合、同じセキュリティ設定を使用して各クラスタを設定する必要があります。すべてのノードで同じ
設定になるように、システム トラブルシュータを実行します。

XMPP フェデレーション用の DNS の設定
•

XMPP フェデレーション用の DNS SRV レコード（27 ページ）

•

XMPP フェデレーション チャット機能用 DNS SRV レコード（30 ページ）

•

XMPP フェデレーションのチャット ノードの DNS SRV レコードを設定する（31 ページ）

XMPP フェデレーション用 DNS SRV レコード
IM and Presence Service で、特定の XMPP フェデレーテッド ドメイン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 ドメイン ネーム サーバ（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。両方のエンタープライズはポート 5269
を公開する必要があります。公開された完全修飾ドメイン名（FQDN）は、DNS で IP アドレスに解決できる必要があります。
DNS SRV レコードは、IM and Presence Service 導入環境内の各ドメインに対して公開する必要があります。すべてのドメインのリストを
表示するために、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ イン
ターフェイスを使用できます。システム内のすべてのドメインのリストを表示するには、[プレゼンス ドメイン（Presence Domains）] ウィンド
ウに移動します。[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ イン
ターフェイスにログインして、[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン（Domains）] を選択します。
フェデレーション機能の電子メール アドレスが有効な場合は、[フェデレーション用電子メール ドメイン（Email Domains for Federation）]
ウィンドウを使用して、システム内のすべてのメール ドメインのリストを表示することもできます。[Cisco Unified CM IM and Presence
Administration] ユーザ インターフェイスにログインします。[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain
Federation）] > [電子メール フェデレーテッド ドメイン（Email Federated Domains）] を選択します。
必要な DNS レコードは次のとおりです。
_xmpp-server._tcp.domain
次の図は、ドメイン example.com の _xmpp-server DNS SRV レコードの DNS 設定例を示しています。
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図 3：_xmpp-server の DNS SRV

クラスタではサーバごとに 2 つの DNS レコードが必要です。つまり、IPv4 用の DNS レコードが 1 つに IPv6 用の DNS レコードがもう 1
つです。[このサービスを提供するホスト（Host offering this service）] フィールドのホスト名値を使用して、レコードが IPv4 または IPv6
バージョンであるかどうかを示します。次に例を示します。
•

hostname-v4.example.com は DNS レコードが IPv4 バージョンであることを示します。

•

hostname-v6.example.com は DNS レコードが IPv6 バージョンであることを示します。

IM and Presence Service に対するリモート ルート アクセス権がある場合、nslookup を実行してフェデレーテッド ドメインが検出可能か
どうかを判断できます。
ヒント：DNS SRV ルックアップの実行には、次のコマンド シーケンスを使用します。
nslookup
set type=srv _
xmpp-server._tcp.domain

（domain は、フェデレーテッド エンタープライズのドメインです。）
このコマンドは、次の例のような出力を返します。「example.com」はフェデレーテッド サーバのドメインです。_xmppserver._tcp.example.com service = 0 0 526 hostname.example.com.

単一のクラスタの場合、クラスタ内の 1 ノードでのみ XMPP フェデレーションをイネーブルにする必要があります。パブリック DNS でエン
タープライズの 1 DNS SRV レコードを公開します。IM and Presence Service によって、すべての着信要求は、外部ドメインからフェデ
レーションを実行するノードにルーティングされます。これらの要求は、内部的には IM and Presence Service により、各ユーザにとって
適切なノードにルーティングされます。また、IM and Presence Service によって、すべての発信要求は、XMPP フェデレーションを実行す
るノードにルーティングされます。
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（たとえば、規模を拡大する目的で）複数の IM and Presence Service クラスタをパブリッシュしたのに伴って XMPP フェデレーションを各
クラスタにつき少なくとも 1 つずつ有効にする必要がある場合などには、複数の DNS SRV レコードをパブリッシュすることもできます。
XMPP フェデレーションでは、SIP フェデレーションとは異なり、IM and Presence Service が配置されたエンタープライズ ドメインに対して
エントリ ポイントがただ 1 つである必要はありません。そのため、IM and Presence Service は、XMPP フェデレーション用にイネーブル
にするクラスタ内の公開されているノードのいずれかに対して、着信要求をルーティングできます。
クラスタ間およびマルチノード クラスタ IM and Presence Service 展開では、外部 XMPP フェデレーテッド ドメインが新しいセッションを開
始すると、要求をルーティングする場所を設定するために DNS SRV ルックアップが実行されます。
複数の DNS SRV レコードをパブリッシュした場合、DNS ルックアップでは複数の結果が返されます。IM and Presence Service では、
DNS でパブリッシュされたいずれのサーバへも、要求をルーティングすることができます。これらの要求は、内部的には IM and Presence
Service により、各ユーザにとって適切なノードにルーティングされます。IM and Presence Service によって、発信要求は、XMPP フェデ
レーションを実行するノードにルーティングされます。
XMPP フェデレーションを実行しているノードが複数ある場合は、パブリック DNS 内でパブリッシュするノードを 1 つだけ選択することもで
きます。この設定の場合、XMPP フェデレーションを実行しているノード全体の着信要求がロード バランシングされるのではなく、IM and
Presence Service によってその単一ノードにすべての着信要求がルーティングされます。IM and Presence Service は、発信要求を
ロード バランシングし、XMPP フェデレーションを実行するノードからの発信要求を送信します。
注：公開する DNS SRV レコードとともに、対応する DNS A および AAAA レコードも追加する必要があります。
次の例のドメイン間フェデレーション導入では、2 つの IM and Presence Service ノードが XMPP フェデレーション用に有効になります。
DNS SRV レコードは、IM and Presence Service 導入環境でホストされる各ドメインに対して公開する必要があります。次の図は、3 つ
のローカル ドメインが存在するドメイン間フェデレーション導入の例を示しています。ドメインごとに、_xmpp-server DNS SRV レコードを
公開する必要があります。
図 4：XMPP ベースのフェデレーテッド ドメイン間導入環境に含まれている複数のドメイン

それぞれの DNS SRV レコードは、XMPP フェデレーテッド トラフィック用に指定されている、両方の IM and Presence Service ノードの
パブリック FQDN に解決される必要があります。また、FQDN は、IM and Presence Service ノードの外部 IP アドレスに解決される必要
があります。
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図 5：IM and Presence Service ノードのパブリック FQDN に解決される XMPP DNS SRV

注：DMZ 内に配置されたファイアウォールは、IP アドレスをノードの内部 IP アドレスに変換できます。ノードの FQDN はパブリック IP アド
レスに解決できる必要があります。

XMPP フェデレーション チャット機能用 DNS SRV レコード
XMPP フェデレーション導入環境で IM and Presence Service ノードのチャット機能を設定するには、DNS でチャット ノード エイリアスを
公開する必要があります。
チャット ノードの DNS SRV レコードを解決したホスト名は、パブリック IP アドレスに解決されます。導入環境によっては、パブリック IP アド
レスが 1 つの場合と、ネットワーク内のチャット ノードごとにパブリック IP アドレスが 1 つの場合があります。
表 1.チャット要求のルーティング
展開

チャット要求のルーティング

1 つのパブリック IP ア XMPP フェデレーション ノードにすべてのチャット要求をルーティングしてから、チャット ノードにルーティングする
ドレス、内部的に複数 には、次の手順を実行します。
のノード
1. チャット ノード エイリアスの DNS SRV をポート 5269 に設定します。
2.

publicIPAddress:5269 を XMPPFederationNodePrivateIPAddress:5269 にマップする NAT コマンド
を Cisco Adaptive Security Appliance または firewall\NAT サーバに設定します。

複数のパブリック IP ア パブリック IP アドレスが複数ある場合、チャット要求を適切なチャット ノードに直接ルーティングできます。
ドレス、内部的に複数
1. チャット ノード エイリアスの DNS SRV をポート 5269 に設定します。
のノード
2. textChatServerPublicIPAddress:25269 を textChatServerPrivateIPAddress:5269 にマップする
NAT コマンドを Cisco Adaptive Security Appliance または firewall\NAT サーバに設定します。
注：チャット ノードで着信フェデレーション テキスト要求を処理できるようにするには、チャット ノードで Cisco
XMPP Federation Connection Manager を有効にする必要があります。

IM and Presence Service でのチャット機能の設定の詳細については、「Configuring and Administration of IM and Presence
Service on Cisco Unified Communications Manager」を参照してください。
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XMPP フェデレーションのチャット ノードの DNS SRV レコードを設定する
手順
1.

チャット ノード エイリアスを取得するには、次の手順を実行します。
a.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] インターフェイスに
ログインします。[メッセージング（Messaging）] > [グループ チャット サーバ（Group Chat Server）] > [エイリアス マッピング
（Alias Mapping）] を選択します。

b.

[検索（Find）] をクリックして、チャット ノード エイリアスのリストを表示します。

c.

conference-2.StandAloneCluster.example.com など、DNS で公開するチャット ノード エイリアスを選択します。

2.

example.com ドメインのパブリック DNS サーバで、ドメイン StandAloneCluster を作成します。

3.

StandAloneCluster ドメインで、conference-2 ドメインを作成します。

4.

conference-2 ドメインで、_tcp ドメインを作成します。

5.

_tcp ドメインで、_xmpp-server 用の 2 つの新しい DNS SRV レコードを作成します。1 つは IPv4 用、もう 1 つは IPv6 用です。
DNS 設定レコードの例については、次の図を参照してください。

注：テキスト会議サーバのエイリアスが conference-2-StandAloneCluster.example.com の場合、手順 2 のドメインは conference2-StandAloneCluster であり、手順 3 をスキップします。手順 4 で、conference-2-StandAloneCluster に _tcp ドメインを作成します。
図 6：チャット機能の _xmpp-server の IPv4 DNS SRV レコード
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図 7：チャット機能の _xmpp-server の IPv6 DNS SRV レコード

図 8：チャット機能用の DNS 設定

XMPP フェデレーションのポリシー設定
•

ポリシー例外設定（32 ページ）

•

XMPP フェデレーションのポリシーの設定（33 ページ）

ポリシーの例外事項の設定
XMPP フェデレーションのデフォルト ポリシーには例外事項を設定できます。例外事項には、例外事項を適用する外部ドメインと、その例
外事項に関する方向ルールを指定する必要があります。ポリシーの例外事項のドメイン名を設定する場合は、次の点に注意してください。
•
•

ユーザの URI または JID が user@example.com の場合、例外事項の外部ドメイン名を example.com と設定します。
外部エンタープライズがユーザの URI または JID に hostname.domain を使用している場合（たとえば

user@hostname.example.com など）、例外事項の外部ドメイン名を hostname.example.com に設定します。
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•

例外事項の外部ドメイン名にはワイルドカード（*）を使用できます。たとえば、値 *.example.com の場合、example.com と
example.com のすべてのサブドメイン（somewhere.example.com など）にポリシーが適用されます。

また、IM and Presence Service がポリシーの例外事項を適用する方向も指定する必要があります。次の方向オプションを使用できます。
•

[上記のドメイン/ホストとの間でやり取りされるすべてのフェデレーテッド パケット（all federated packets from/to the above
domain/host）]:IM and Presence Service で、指定したドメインとの発着信トラフィックすべてを許可または拒否します。

•

[上記のドメイン/ホストから着信するフェデレーテッド パケットのみ（Only incoming federated packets from the above
domain/host）]：IM and Presence Service は指定したドメインからの着信ブロードキャストを受信できますが、IM and Presence
Service から応答は送信しません。

•

[上記のドメイン/ホストに発信するフェデレーテッド パケットのみ（only outgoing federated packets to the above
domain/host）]：IM and Presence Service は指定したドメインに発信ブロードキャストを送信できますが、IM and Presence
Service は応答を受信しません。

XMPP フェデレーションのポリシーを設定する
注意：XMPP フェデレーション設定のいずれかを変更する場合は、[Cisco Unified CM IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスでこれらのサービスを再起動する必要があります。Cisco XCP
Router（[ツール（Tools）] > [コントロール センタのネットワーク サービス（Control Center - Network Services）] を選択）、Cisco XCP
XMPP Federation Connection Manager（[ツール（Tools）] > [コントロール センタの機能サービス（Control Center - Feature
Services）] を選択）。Cisco XCP Router サービスを再起動すると、IM and Presence Service によってすべての XCP サービスが再起
動されます。
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。[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）] > [ポリシー（Policy）] を選択します。

2.

ドロップダウン リストから次のポリシー設定を選択します。

3.

4.

•

[許可（Allow）]：IM and Presence Service は、ポリシーの例外事項の一覧で明示的に拒否したドメインを除き、XMPP フェデ
レーテッド ドメインからのすべてのフェデレーテッド トラフィックを許可します。

•

[拒否（Deny）]：IM and Presence Service は、ポリシーの例外事項の一覧で明示的に許可したドメインを除き、XMPP フェデ
レーテッド ドメインからのすべてのフェデレーテッド トラフィックを拒否します。

ポリシーの例外事項の一覧でドメインを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[新規追加（Add New）] をクリックします。

b.

外部サーバのドメイン名またはホスト名を指定します。

c.

ポリシーの例外事項を適用する方向を指定します。

d.

ポリシーの例外事項ウィンドウで [保存（Save）] をクリックします。

ポリシー ウィンドウで [保存（Save）] をクリックします。

ヒント：フェデレーション ポリシーの推奨事項については、オンライン ヘルプを参照してください。
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XMPP フェデレーション用に Cisco Adaptive Security Appliance を設定する
Cisco Adaptive Security Appliance は、XMPP フェデレーションに対してファイアウォールとしてのみ機能します。Cisco Adaptive
Security Appliance 上では、着信と発信の両方の XMPP フェデレーテッド トラフィックに対してポート 5269 を開く必要があります。
次に、Cisco Adaptive Security Appliance、Release 8.3 でポート 5269 を開くアクセス リストの例を示します。
ポート 5269 上で任意のアドレスから任意のアドレスへのトラフィックを許可する場合：
access-list ALLOW-ALL extended permit tcp any any eq 5269
ポート 5269 上で任意のアドレスから任意のシングル ノードへのトラフィックを許可する場合：
access-list ALLOW-ALL extended permit tcp any host private_imp_ip_address eq 5269

上述のアクセス リストを設定せずに、DNS で追加の XMPP フェデレーション ノードを公開する場合は、次の例のように、追加する各ノード
へのアクセスを設定する必要があります。
object network obj_host_private_imp_ip_address
#host private_imp_ip_address
object network obj_host_private_imp2_ip_address
#hostprivate_imp2_ip_address
object networkobj_host_public_imp_ip_address
#host public_imp_ip_address

次の NAT コマンドを設定します。
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp1_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp1_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269
単一のパブリック IP アドレスを DNS で公開し、任意のポートを使用する場合は、次を設定します。
（この例では、追加の XMPP フェデレーション ノードが 2 つあります）
nat (inside,outside) source staticobj_host_private_imp2_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_25269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp2_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_25269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp3_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_35269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp3_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_35269
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すべてがポート 5269 を使用する複数のパブリック IP アドレスを DNS で公開する場合は、次を設定します。
（この例では、追加の XMPP フェデレーション ノードが 2 つあります）
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp2_ip obj_host_public_imp2_ip service

obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp2_ip obj_host_public_imp2_ip service

obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp3_ip obj_host_public_imp3_ip service

obj_udp_source_eq_5269 obj_udp_source_eq_5269
nat (inside,outside) source static obj_host_private_imp3_ip obj_host_public_imp_ip service

obj_tcp_source_eq_5269 obj_tcp_source_eq_5269

XMPP フェデレーション サービスをオンにする
XMPP フェデレーションを実行する各 IM and Presence Service ノードで、Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サー
ビスでオンにする必要があります。
[サービスのアクティブ化（Service Activation）] ウィンドウから Federation Connection Manager サービスをオンにすると、IM and
Presence Service によってサービスが自動的に起動されます。[コントロール センタの機能サービス（Control Center - Feature
Services）] ウィンドウからサービスを手動で起動する必要はありません。
はじめる前に
[Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービス管理（Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence Service Administration）] から、ノードの XMPP フェデレーションを有効にします。「IM and Presence Service を通じた
XMPP フェデレーション（22 ページ）」を参照してください。
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェ
イスにログインします。[ツール（Tools）] > [サービスのアクティブ化（Service Activation）] の順に選択します。

2.

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストからサーバを選択します。

3.

[移動（Go）] をクリックします。

4.

[IM and Presence サービス（IM and Presence Services）] エリアで、Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager
サービスの横にあるボタンをクリックします。

5.

[保存（Save）] をクリックします。

XMPP フェデレーションに使用するセキュリティ証明書の設定
•

XMPP フェデレーションに使用するセキュリティ証明書の設定（36 ページ）

•

XMPP フェデレーションのローカル ドメイン検証（36 ページ）

•

マルチサーバ証明書の概要（36 ページ）

•

XMPP フェデレーションへの自己署名証明書の使用（37 ページ）

•

XMPP フェデレーションへの CA 署名付き証明書の使用（37 ページ）
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• XMPP フェデレーションの証明書署名要求の生成（37 ページ）
• XMPP フェデレーションの CA 署名付き証明書のアップロード（38 ページ）
•

XMPP フェデレーションのルート CA 証明書のインポート（39 ページ）

XMPP フェデレーションに使用するセキュリティ証明書の設定
XMPP フェデレーション用のセキュリティを設定するためには、以下のような操作を行う必要があります。
1.

cup-xmpp-s2s 証明書を生成する前に、すべてのローカル ドメインがシステムで作成および設定されていることを確認し、必要に
応じて、見つからないローカル ドメインを手動で作成します。

2.

次のいずれかのタイプの証明書を作成します。

3.

•

XMPP フェデレーション用の自己署名証明書

•

XMPP フェデレーション用の CA 署名付き証明書

ルート CA 証明書をインポートします。

まだ信頼していない CA を使用するエンタープライズとのフェデレーションを新たに設定するたびに、この操作を繰り返します。同様に、フェ
デレーションを新たに設定するエンタープライズが自己署名証明書を使用している場合もこの操作を行う必要があります。この場合、ルート
CA 証明書の代わりに自己署名証明書がアップロードされます。

XMPP フェデレーションのローカル ドメイン検証
すべてのローカル ドメインは、生成された cup-xmpp-s2s の証明書に含まれている必要があります。cup-xmpp-s2s 証明書を生成す
る前に、すべてのローカル ドメインが設定されていて、[ドメイン（Domains）] ウィンドウに表示されることを確認します。計画に含まれている
ドメインを手動で追加しますが、ローカル ドメインのリストには表示されません。たとえば、ユーザが割り当てられていないドメインは、通常
の場合ドメインのリストに表示されません。
[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスにログ
インして、[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン（Domains）] を選択します。
すべてのドメインがシステムで作成されていることを確認した後は、XMPP フェデレーション用の自己署名証明書または CA 署名付き証明
書を使用して、cup-xmpp-s2s 証明書を作成する手順に進むことができます。フェデレーション用の電子メール アドレスが有効な場合は、
すべての電子メール ドメインも証明書に含める必要があります。
ローカル ドメインを追加、更新または削除して、cup-xmpp-s2s 証明書を再生成する場合は、Cisco XCP XMPP Federation
Connection Manager サービスを再起動する必要があります。このサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presence の
サービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインして、[ツール（Tools）] > [コン
トロール センタの機能サービス（Control Center - Feature Services）] を選択します。

マルチサーバ証明書の概要
IM and Presence Service は、証明書用途の tomcat、cup-xmpp および cup-xmpp-s2s 向けにマルチサーバ SAN ベース証明書を
サポートします。適切な証明書署名要求（CSR）を生成するために、シングルサーバまたはマルチサーバ配布を選択できます。作成された
署名付きマルチサーバ証明書と関連付けられたその一連の署名証明書は、クラスタ内の個々のサーバにマルチサーバ証明書をアップ
ロードする際に、クラスタ内の他のサーバに自動的に配布されます。マルチサーバ証明書の詳細については、『Release Notes for Cisco
Unified Communications Manager、Release 10.5(1)』の「New and Changed Features」の章を参照してください。

36

Cisco Unified Communications XMPP フェデレーション導入ガイド

XMPP フェデレーションに自己署名証明書を使用する
ここでは、XMPP フェデレーションに自己署名証明書を使用する方法について説明します。CA 署名付き証明書の使用については、
「XMPP フェデレーションへの CA 署名付き証明書の使用（37 ページ）」を参照してください。
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理（Cisco Unified IM and Presence Operating System
Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。[セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate
Management）] の順に選択します。

2.

[自己署名証明書の作成（Generate Self-signed）] をクリックします。

3.

[証明書の用途（Certificate Purpose）] ドロップダウン リストから、[cup-xmpp-s2s] を選択して、[生成（Generate）] をクリックし
ます。

4.

Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービス
アビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。[ツール（Tools）] > [コン
トロール センタのネットワーク サービス（Control Center - Network Services）] を選択して、このサービスを再起動します。

5.

証明書をダウンロードして別のエンタープライズに送信して、XMPP サーバの信頼できる証明書として追加できます。これには、IM
and Presence Service ノードまたは別の XMPP サーバなどがあります。

XMPP フェデレーションへの CA 署名付き証明書の使用
ここでは、CA 署名付き証明書を使用する方法について説明します。自己署名証明書の使用については、「XMPP フェデレーションの自己
署名証明書の使用（37 ページ）」を参照してください。CA 署名付き証明書を使用するには、次の手順を実行します。
•

XMPP フェデレーションの証明書署名要求を生成します。

•

XMPP フェデレーションへの CA 署名付き証明書をアップロードします。

XMPP フェデレーションの証明書署名要求を生成する
ここでは、Microsoft Certificate Services CA の証明書署名要求（CSR）を生成する方法について説明します。
注：この手順では Microsoft Certificate Services CA の CSR を生成しますが、任意の認証局の証明書を要求する場合は、CSR を生成
する手順（手順 1 ～ 3）が適用されます。
XMPP の証明書のドメインを設定します。「XMPP フェデレーションのローカル ドメイン検証（36 ページ）」を参照してください。
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理（Cisco Unified IM and Presence Operating System
Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。[セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate
Management）] の順に選択します。

2.

CSR を生成するには、次の手順を実行します。
a.

[CSR の作成（Generate CSR）] をクリックします。

b.

[証明書の用途（Certificate Purpose）] ドロップダウン リストから、証明書名に cup-xmpp-s2s を選択します。

c.

[生成（Generate）] をクリックします。

d.

[閉じる（Close）] をクリックし、メインの証明書ウィンドウに戻ります。
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3.

.csr ファイルをローカル マシンにダウンロードするには、次の手順を実行します。

a.

[CSR のダウンロード（Download CSR）] をクリックします。

b.

[証明書署名要求のダウンロード（Download Certificate Signing Request）] ウィンドウで、cup-xmpp-s2s.csr ファイルを
選択します。

c.

[CSR をダウンロード（Download CSR）] をクリックして、そのファイルをローカル マシンにダウンロードします。

4.

テキスト エディタを使用して cup-xmpp-s2s.csr ファイルを開きます。

5.

CSR ファイルの内容をコピーします。

注：次のすべての情報をコピーする必要があります。BEGIN CERTIFICATE REQUEST から（それ自体も含む）END
CERTIFICATE REQUEST まで（それ自体も含む）

6.

インターネット ブラウザで、CA サーバを参照します。たとえば、次のように指定します。http://<name of your Issuing CA

Server>/certsrv。

7.

[証明書を要求する（Request a certificate）] をクリックします。

8.

[証明書の要求の詳細設定（Advanced certificate request）] をクリックします。

9.

[ベース 64 エンコード CMC または PKCS #10 ファイルを使用して証明書要求を送信するか、ベース 64 エンコード PKCS #7
ファイルを使用して更新要求を送信する（Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10
file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file）] をクリックします。

10.

手順 5 でコピーした CSR ファイルの内容を [保存した要求（Saved Request）] フィールドに貼り付けます。

11.

[送信（Submit）] をクリックします。

12.

インターネット ブラウザで、次の URL に戻ります。http://<name of your Issuing CA Server>/certsrv

13.

[保留中の証明書の要求の状態（View the status of a pending certificate request）] をクリックします。

14.

前の項で発行した証明書の要求をクリックします。

15.

[ベース 64 エンコード（Base 64 encoded）] をクリックします。

16.

[証明書をダウンロード（Download Certificate）] をクリックします。

17.

証明書をローカル マシンに保存します。
a.

証明書ファイル名 cup-xmpp-s2s.pem を指定します。

b.

証明書をセキュリティ証明書として保存します。

トラブルシューティングのヒント：IM and Presence Service でサポートされているドメインのリストが変更された場合は、新しいドメイン リス
トを反映するように cup-xmpp-s2s 証明書を再生成する必要があります。

XMPP フェデレーションへの CA 署名付き証明書をアップロードする
はじめる前に
「XMPP フェデレーションの証明書署名要求の生成（37 ページ）」の手順を実行します。
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理（Cisco Unified IM and Presence Operating System
Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。[セキュリティ（Security）] > [証明書の管理（Certificate
Management）] の順に選択します。
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2.

[証明書/証明書チェーンのアップロード（Upload Certificate/Certificate chain）] をクリックします。

3.

証明書名に cup-xmpp-s2s を選択します。

4.

[ルート証明書（Root Certificate）] フィールドに、ルート証明書の名前を指定します。

5.

[ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックします。

6.

ローカル マシンに保存した CA 署名付き証明書の場所を参照します。

7.

[Upload File] をクリックします。

8.

Cisco XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリ
ティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。[ツール（Tools）] > [コントロー
ル センタのネットワーク サービス（Control Center - Network Services）] を選択して、このサービスを再起動します。

注：マルチサーバ証明書をアップロードする場合は、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードで XCP Router サービスを
再起動する必要があります。
自己署名証明書から CA 署名付き証明書に移行した場合、元の自己署名証明書は、IM and Presence Service ノードのサービス信頼ス
トアに残ったままになります。サービス信頼ストアに元の自己署名証明書を残しても、それらを表すサービスがないため、問題になりません。
ただし、必要に応じて、これらの信頼ストアの証明書を削除できます。
適切なリリースの『Configuration and Administration of IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
の第 11 章「Security Configuration on IM and Presence Service」に含まれている第 II 部の「Delete Self-Signed Trust
Certificates」セクションを参照してください。

XMPP フェデレーションのルート CA 証明書をインポートする
注：ここでは、cup-xmpp-s2s 信頼証明書を IM and Presence Service に手動でアップロードする方法について説明します。また、
Certificate Import Tool を使用して、cup-xmpp-s2s 信頼証明書を自動的にアップロードすることもできます。証明書インポートツールに
アクセスするには、[Cisco Unified CM IM and Presence サービス管理（Cisco Unified CM IM and Presence Service
Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。このツールの使用方法の手順についてオンライン ヘルプを参照するには、
[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書インポート ツール（Certificate Import Tool）] を選択します。
IM and Presence Service とエンタープライズのフェデレーションを行い、共通の信頼できる認証局（CA）がエンタープライズの証明書に
署名する場合、CA のルート証明書を IM and Presence Service ノードにアップロードする必要があります。
共通の信頼できる CA が署名した証明書ではなく、自己署名証明書を使用するエンタープライズと IM and Presence Service のフェデ
レーションを行う場合、この手順を使用して自己署名証明書をアップロードできます。
はじめる前に
ルート CA 証明書をダウンロードし、ローカル マシンに保存します。
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence Service オペレーティング システムの管理（Cisco Unified IM and Presence Service
Operating System Administration）] ユーザ インターフェイスにログインします。IM and Presence Service で、[セキュリティ
（Security）] > [証明書の管理（Certificate Management）] を選択します。

2.

[Upload Certificate/Certificate chain] をクリックします。

3.

証明書名に cup-xmpp-trust を選択します。
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注：[ルート名（Root Name）] フィールドは空白のままにしておきます。
4.

[参照（Browse）] をクリック、以前にダウンロードしてローカル マシンに保存したルート CA 証明書の場所を参照します。

5.

[ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックし、証明書を IM and Presence Service ノードにアップロードします。

注：まだ信頼していない CA を使用するエンタープライズとのフェデレーションを新たに設定するたびに、この操作を繰り返します。同様に、
フェデレーションを新たに設定するエンタープライズが自己署名証明書を使用している場合もこの操作を行う必要があります。この場合、
ルート CA 証明書の代わりに自己署名証明書がアップロードされます。
トラブルシューティングのヒント：信頼証明書が自己署名の場合、XMPP フェデレーションのセキュリティ設定ウィンドウで [クライアント側の
証明書が必要（Require client side certificates）] パラメータをオンにすることはできません。

フェデレーション設定の電子メール アドレス
•

フェデレーション有効化用電子メール（40 ページ）

•

フェデレーション用電子メール アドレスの考慮事項（41 ページ）
• 複数のドメイン間フェデレーション サポートの電子メール アドレス（41 ページ）
• 電子メールのドメイン設定の概要（42 ページ）
• 外部ドメインの管理者に提供する情報（42 ページ）
• IM and Presence Service ユーザに提供する情報（42 ページ）
• 電子メールのドメイン管理の連携動作と制限事項（43 ページ）

•

フェデレーションの設定および電子メールのドメイン管理用電子メール アドレス（43 ページ）
• フェデレーション用電子メールの有効化（43 ページ）
• 電子メール ドメインの表示（43 ページ）
• 電子メール ドメインの追加または更新（43 ページ）
• 電子メール ドメインの削除（44 ページ）

フェデレーション有効化用電子メール
フェデレーション機能用に電子メール アドレスをオンにすると、IM and Presence Service によって、ローカル ユーザの JID が連絡先の
電子メール アドレスに変更されます。
クラスタ間配置では、すべてのクラスタ間ノード上でフェデレーション用の電子メール アドレスを有効にする必要があります。フェデレーショ
ン機能用の電子メールをオンにした後は、Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。
XMPP フェデレーション導入環境の場合、フェデレーション機能用の電子メール アドレスは、現在マルチクラスタ IM and Presence
Service 展開での一時的または永続的なチャット ルームをサポートしていません。
ローカル ドメインに複数の IM and Presence Service クラスタがある配置シナリオでは、ローカル ユーザの実際の JID をフェデレーショ
ン対象ユーザに送信できます。チャット ルームに対する唯一の影響は、フェデレーション対象ユーザに表示される名前が、ローカル ユーザ
の電子メール アドレスではなくローカル ユーザのユーザ ID であることです。その他のチャット ルームの機能は通常どおりに機能します。
このような状況は、フェデレーション対象ユーザとの一時的なチャット ルームとパーシステント チャット ルームでのみ発生します。
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フェデレーション用電子メール アドレスの考慮事項
XMPP フェデレーション用の電子メール アドレスを使用するように IM and Presence Service を設定すると、IM and Presence Service
は、フェデレーテッド連絡先とのすべての通信で、ローカル ユーザの IM アドレスをユーザの電子メール アドレスに交換します。
ドメイン間フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にする場合は、以下の点に注意してください。
•

外部ドメインとのフェデレーションはまだ行わないが、フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にする必要がある場合は、
ユーザがフェデレーテッド連絡先を追加する前にこの設定を有効にすることをお勧めします。

•

フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にした場合でも、ユーザが Active Directory で電子メール アドレスを設定してい
なければ、IM and Presence Service ではそのユーザの JID がフェデレーション用として使用されます。

•

この機能は、各ユーザに対する Cisco Unified Communications Manager の [メール ID（Mail ID）] が、そのユーザの完全な電
子メール アドレスに一致していることが前提条件となります。ユーザの [メール ID（Mail ID）] フィールドに何も指定されていない場
合、または完全な電子メール アドレスが指定されていない場合は、IM and Presence Service のデフォルトの動作として、その
ユーザの IM and Presence Service JID がフェデレーション用に使用されます。

•

フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にした場合、フェデレーテッド連絡先で使用されるのが電子メールではなく、IM and
Presence Service ユーザの JID であれば、（そのユーザに有効な電子メール アドレスが設定されているとしても）これらの要求は
IM and Presence Service によりドロップされます。

•

IM and Presence Service では、フェデレーション機能用の電子メール アドレスに対する電子メール エイリアスはサポートされて
いません。

複数のドメイン間フェデレーション サポートの電子メール アドレス
フェデレーション機能用の電子メール アドレスは、複数のドメインをサポートします。次の図は、フェデレーテッド トラフィックに使用される複
数の電子メール ドメインの例を示しています。
図 9：複数のドメイン間フェデレーション サポートの電子メール アドレス

ローカルの IM and Presence Service 導入環境で、複数の電子メール ドメインを管理する場合は、ローカル電子メール ドメインごとに必
要な DNS SRV レコードを公開する必要があります。
XMPP フェデレーションの場合、cup-xmpp-s2s セキュリティ証明書はすべてのローカル IM および電子メール ドメインがサブジェクト名
代替名として含まれている必要があります。
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電子メールのドメイン設定の概要
フェデレーション機能用の電子メール アドレスに使用する電子メール ドメインの手動による追加および編集は、オプションです。これは、IM
and Presence Service では、それぞれのユーザの電子メール アドレスごとに一意のドメインが自動的に読み込まれ、その情報がフェデ
レーション機能用の電子メール アドレスに使用されるためです。
ドメインに、IM and Presence Service 向けにまだ設定されていないユーザが含まれ、それらのユーザを設定しようとする場合は、[Cisco
Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスを使用して、そ
れらのドメインを手動で IM and Presence Service に追加できます。現在ユーザが割り当てられていないドメインは、ユーザ インターフェ
イスにローカル電子メール ドメインとして自動的に表示されません。
フェデレーションの電子メール アドレスに使用されるユーザ ドメインは、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified
CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスの [電子メール ドメイン（Email Domain）] ウィンドウにシステム管理ドメ
インとして表示されます。これらは、ユーザ インタフェースで設定できません。

外部ドメインの管理者に提供する情報
フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にする場合は、外部ドメインのシステム管理者に対して以下のような注意事項を事前に通
知する必要があります。
•

フェデレーション用の電子メール アドレスを使用していること、および外部ドメイン内のユーザは、フェデレーテッド連絡先を連絡先リ
ストに追加する際、電子メール アドレスを指定する必要があること。

•

外部ドメインとのフェデレーションをすでに行っており、かつフェデレーション用の電子メールを有効にする必要がある場合、外部ドメ
イン内のユーザは、連絡先リストにある既存のフェデレーテッド連絡先をいったん削除した後、それらのフェデレーテッド連絡先を再
び追加したうえで、電子メール アドレスを指定する必要があること。

IM and Presence サービス ユーザに提供する情報
フェデレーション用の電子メール アドレスを有効にする場合は、すべての IM and Presence Service ユーザに以下の情報を通知する必
要があります。
•

フェデレーテッド連絡先では、user_id@domain アドレスではなく、電子メール アドレスが使用されるようになったこと。

•

フェデレーテッド連絡先は、新しいコンタクトを連絡先リストに追加する際、user_id@domain の代わりに IM and Presence
Service ユーザの電子メール アドレスを使用する必要があること。

•

（フェデレーション ウォッチャの連絡先リスト上で）user_id@domain を指定して追加された既存の IM and Presence Service コ
ンタクトについては、いったん削除した後、IM and Presence Service ユーザの電子メール アドレスを指定して追加し直す必要が
あること。

•

IM and Presence Service がフェデレーテッド連絡先から受け取った user_id@domain アドレス宛てのメッセージはいずれもド
ロップされること（ただし、そのアドレスが Active Directory に設定されている電子メール アドレス、および IM and Presence
Service のユーザ テーブルに設定されているアドレスと同じである場合は除く）。

•

IM and Presence Service ユーザの連絡先リストにフェデレーテッド連絡先がすでに追加されている場合は、その IM and
Presence ユーザがクライアントに再度サイン インした時点でそのフェデレーテッド連絡先に対し電子メール アドレスをポップ アッ
プで表示することができること。

注：フェデレーション用に電子メール アドレスをオンにした場合、IM and Presence Service ユーザは、IM and Presence Service に接
続するときにクライアントで何も変更する必要はありません。また、IM and Presence Service ノードとの連携にも違いはありません。
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電子メールのドメイン管理の連携動作と制限事項
•

ローカル クラスタに関連付けられた、管理者が管理するドメインだけを追加または削除できます。

•

システムが管理するドメインは編集できません。

•

他のクラスタに関連付けられている、システムが管理するかまたは管理者が管理するドメインは編集できません。

•

2 個のクラスタでドメインを設定することはできますが、ピア クラスタのみで使用されている場合に限ります。これは、ローカル クラ
スタ上のシステム管理ドメインとして表示されますが、ピア クラスタだけで使用中と識別されます。

•

TLS を介する XMPP フェデレーションでは、IM アドレス ドメインを追加または削除する場合に、TLS 証明書 cup-xmpp-s2s を
再生成する必要があります。

フェデレーションの設定および電子メールのドメイン管理用電子メール アドレス
フェデレーション用電子メールをオンにする
注：クラスタ間配置では、すべてのクラスタ間ノード上でフェデレーション用の電子メール アドレスをオンにする必要があります。
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。[プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）] を選択します。

2.

[フェデレーション実行時に電子メールを使用可能にする（Enable use of Email Address when Federating）] チェックボックスを
オンにします。

3.

警告メッセージに目を通し、[OK] をクリックします。

4.

[保存（Save）] をクリックします。

5.

フェデレーション用の電子メールをオンにしたら、Cisco XCP Router を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence のサー
ビスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェイスにログインします。[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）] を選択します。

電子メール ドメインを表示する
システム管理ドメインおよび管理者によって管理されるローカル ドメインは、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco
Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスの [電子メール ドメインの検索/一覧表示（Find and List Email
Domains）] ウィンドウに表示されます。また、このウィンドウでは、各管理者が管理するドメインがローカル クラスタ、ピア クラスタ、または
その両方で設定されたかどうかも示します。
手順
[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスにログインし
ます。[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain Federation）] > [電子メール フェデレーテッド ドメイン（Email
Federated Domains）] を選択します。[電子メール ドメインの検索/一覧表示（Find and List Email Domains）] ウィンドウが表示されます。

電子メール ドメインを追加または更新する
[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスを使用
して、手動でローカル クラスタに IM アドレス ドメインを追加したり、既存の IM アドレス ドメインを更新したりできます。
最大 255 文字のドメイン名を入力でき、各ドメインはクラスタ全体で一意である必要があります。使用できる値は、大文字または小文字
（a ～ z、A ～ Z）、数字（0 ～ 9）、ハイフン（-）、またはドット（.）です。ドットは、ドメイン ラベル区切り文字として機能します。ドメイン ラベル
の先頭文字をハイフンにすることはできません。最後のラベル（たとえば、.com）の先頭文字を数字にすることはできません。たとえば、
Abc.1om は無効なドメインです。
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システム管理ドメインおよび管理者が管理するローカル ドメインは、[ドメインの検索/一覧表示（Find and List Domains）] ウィンドウに表
示されます。また、このウィンドウでは、各管理者が管理するドメインがローカル クラスタ、ピア クラスタ、またはその両方で設定されたかど
うかも示します。
システム管理ドメインは使用中のため、編集できません。その IM アドレス ドメインではシステムにすでにユーザが存在しない場合（たとえ
ば、ユーザの削除により）、システム管理ドメインは、自動的に管理者管理ドメインになります。管理者の管理ドメインは編集または削除でき
ます。
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain Federation）] > [電子メール フェデ
レーテッド ドメイン（Email Federated Domains）] を選択します。[電子メール ドメインの検索/一覧表示（Find and List Email
Domains）] ウィンドウが開き、管理者およびシステムによって管理されたすべての電子メール ドメインが表示されます。

2.

次のいずれかの操作を実行します。

3.

•

[新規追加（Add New）] をクリックすることで、新しいドメインを追加します。[電子メール ドメイン（Email Domain）] ウィンドウが
表示されます。

•

ドメインのリストから編集するドメインを選択します。[電子メール ドメイン（Email Domain）] ウィンドウが表示されます。

新しいドメイン名を [ドメイン名（Domain Name）] フィールドに入力し、[保存（Save）] をクリックします。

最大 255 文字の一意のドメイン名を入力します。使用できる値は、大文字または小文字（a ～ z、A ～ Z）、数字（0 ～ 9）、ハイフン（-）、
またはドット（.）です。ドメイン ラベルはハイフンで始めないでください。また、最後のラベル（たとえば、.com）は数字で始めることはできません。
ヒント：警告メッセージが表示されます。TLS XMPP フェデレーションを使用している場合は、新しい TLS 証明書を生成する手順に進む必
要があります。

電子メール ドメインを削除する
[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイスを使用
して、ローカル クラスタ内の管理者管理電子メール アドレス ドメインを削除できます。
システム管理ドメインは使用中のため、削除できません。その電子メール ドメインではシステムにすでにユーザが存在しない場合（たとえば、
ユーザの削除により）、システム管理ドメインは、自動的に管理者管理ドメインになります。管理者の管理ドメインは編集または削除できます。
注：ローカル クラスタとピア クラスタの両方で設定された管理者管理ドメインを削除すると、ドメインは管理者管理ドメインのリストに残りま
すが、そのドメインは、ピア クラスタでのみ設定済とマークされます。エントリを完全に削除するには、設定されているすべてのクラスタから
ドメインを削除する必要があります。
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence の管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] ユーザ インターフェイ
スにログインします。[プレゼンス（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter Domain Federation）] > [電子メール フェデ
レーテッド ドメイン（Email Federated Domains）] を選択します。[電子メール ドメインの検索/一覧表示（Find and List Email
Domains）] ウィンドウが開き、管理者およびシステムによって管理されているすべての電子メール アドレス ドメインが表示されます。

2.

次のいずれかの方法を使用して、削除する管理者管理ドメインを選択し、[選択項目の削除（Delete Selected）] をクリックします。
• 削除するドメインの横のチェックボックスをオンにします。
• 管理者の管理ドメインのリストのドメインをすべて選択するには、[すべてを選択（Select All）] をクリックします。

3.

[OK] をクリックして削除を確定するか、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。

ヒント：すべての選択をクリアするには、[すべてクリア（Clear All）] をクリックします。
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フェデレーションに関するサービスアビリティの設定
•

XMPP フェデレーションのログ ファイルの場所（45 ページ）

•

フェデレーションのロギングの有効化（45 ページ）

•

Cisco XCP ルータを再起動する方法（45 ページ）
• Cisco XCP Router（45 ページ）
• Cisco XCP Router の再起動（46 ページ）

XMPP フェデレーションのログ ファイルの場所
次のログ ファイルが XMPP フェデレーションに適用されます。
/var/log/active/epas/trace/xcp/log にある xmpp-cm-4_0000000X.log

Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool（RTMT）を使用してログを取得することもできます。

フェデレーションのロギングをオンにする
手順
1.

[Cisco Unified CM IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ イン
ターフェイスにログオンします。[トレース（Trace）] > [設定（Configuration）] の順に選択します。

2.

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストから、[IM and Presence サービス サーバ（IM and Presence Service server）] を選択
し、[移動（Go）] をクリックします。

3.

[サービス グループ（Service Group）] リスト ボックスから [IM and Presence サービス（IM and Presence Services）] を選択し、
[移動（Go）] をクリックします。

4.

次のいずれかの手順を実行します。

5.

a.

SIP フェデレーションの場合、[サービス（Service）] ドロップダウン リストから [Cisco XCP SIP Federation Connection
Manager] サービスを選択し、[移動（Go）] をクリックします。

b.

XMPP フェデレーションの場合、[サービス（Service）] ドロップダウン リストから [Cisco XCP XMPP Federation Connection
Manager] サービスを選択し、[移動（Go）] をクリックします。

[トレースを有効化（Trace On）] をクリックします。

[トレース フィルタの設定（Trace Filter Settings）] の [デバッグ トレース レベル（Debug Trace Level）] を選択します。トレースのデバッ
グ レベルをイネーブルにする場合、[デバッグ トレース レベル（Debug Trace Level）] に [デバッグ（Debug）] を選択します。

Cisco XCP ルータを再起動する方法
Cisco XCP Router
SIP または XMPP フェデレーション設定の内容を変更した場合、IM and Presence Service で Cisco XCP Router を再起動する必要が
あります。Cisco XCP Router を再起動した場合、IM and Presence Service によりアクティブな XCP サービスがすべて自動的に再起動
されます。
Cisco XCP ルータは、停止して再開するのではなく、再起動する必要があります。Cisco XCP Router を再起動するのではなく停止した場
合、IM and Presence Service により他のすべての XCP サービスが停止されます。その後 XCP Router の電源をオンにしても、IM and
Presence Service により他の XCP サービスは自動的に起動されません。手動で他の XCP サービスを起動する必要があります。
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Cisco XCP Router の再起動
手順
1.

[Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] ユーザ インターフェ
イスにログインします。[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）] を
選択します。

2.

[サーバ（Server）] ドロップダウン リストからサーバを選択します。

3.

[移動（Go）] をクリックします。

4.

[IM and Presence サービス（IM and Presence Services）] エリアで、Cisco XCP XMPP Router サービスの横にあるボタンを
クリックします。

5.

[再起動（Restart）] をクリックします。

6.

リスタートに時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

フェデレーション統合の確認
XMPP フェデレーションの設定を検証する
この手順では、IM and Presence Service Release 9.0 エンタープライズ展開と、WebEx、IBM Sametime、または別の IM and
Presence Service Release 9.0 エンタープライズ展開間のフェデレーテッド ネットワークの設定を検証する方法について説明します。
以下の手順では、IM and Presence Service Release 9.0 と WebEx 展開の場合について説明します。他の種類の XMPP フェデレー
ションについて検証する場合、この手順をガイドとして使用してください。
手順
1.

IM and Presence Service Release 9.0 サーバに接続する Cisco Jabber クライアントまたはサードパーティの XMPP クライア
ントにログオンします。

2.

2 つのフェデレーション対象 WebEx Connect クライアントにログオンします。

3.

1 つ目の WebEx Connect クライアントについて次の手順を実行します。

4.

a.

連絡先として IM and Presence Service ユーザを追加します。

b.

WebEx Connect ユーザのプレゼンス サブスクリプションの受け入れ、ブロック、または無視を要求するポップアップメッセージ
が IM and Presence Service ユーザのクライアントに表示されます。サブスクリプションを受け入れます。

c.

IM and Presence Service ユーザと WebEx Connect ユーザが相互のアベイラビリティを表示できることを確認します。

IM and Presence Service ユーザのクライアントで、次の手順を実行します。
a.

連絡先として 2 つ目の WebEx Connect ユーザを追加します。

b.

WebEx Connect クライアントにポップアップが表示されます。サブスクリプションを受け入れます。

c.

WebEx Connect ユーザのアベイラビリティを表示できることを確認します。

5.

IM and Presence Service ユーザのクライアントと WebEx Connect クライアントの両方で、在席ステータスを切り替えます。各ク
ライアントの連絡先について、在席ステータスが変わることを確認します。

6.

IM and Presence Service ユーザのクライアントから、WebEx Connect の連絡先に対して IM を開始します。

7.

WebEx Connect クライアントに、IM and Presence Service ユーザからの IM があるという IM ウィンドウが表示されることを確
認します。

8.

両方のクライアントで IM ウィンドウを閉じます。
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9.

WebEx Connect ユーザから IM and Presence Service ユーザに対して IM を開始します。

10.

IM and Presence Service ユーザのクライアントに、WebEx Connect ユーザからの IM があるという IM ウィンドウが表示される
ことを確認します。

11.

IM and Presence Service ユーザのクライアントで、次の手順を実行します。
a.

いずれかの WebEx Connect ユーザをブロックします。
注：サードパーティの XMPP クライアントをブロックしている場合、IM のみがブロックされます。在席ステータスは交換できます。
サーバ側の IM とアベイラビリティをブロックするには、[IM and Presence Service ユーザのオプション（IM and Presence
Service Users' Options）] インターフェイスまたは Cisco Jabber の [プライバシー（Privacy）] 設定からプライバシー設定を
変更します。

b.

この WebEx Connect ユーザが、IM and Presence Service ユーザのアベイラビリティがオフラインと表示されるようになったこと
を確認します。2 つ目の WebEx Connect ユーザは、IM and Presence Service ユーザの在席ステータスを確認できます。

c.

IM and Presence Service ユーザのクライアントでは、ブロックした WebEx Connect ユーザはオンラインと表示されますが、
ブロックした WebEx Connect ユーザに IM を送信することはできなくなります。

12.

WebEx Connect クライアントから IM and Presence Service ユーザをブロックします。

13.

WebEx Connect ユーザのアベイラビリティが IM and Presence Service ユーザのクライアントで使用できなくなることを確認します。

XMPP フェデレーション統合に関するトラブルシューティング
システム トラブルシュータを確認する
複数の IM and Presence Service クラスタを配置し、XMPP フェデレーションを設定する場合、1 つのクラスタにつき少なくとも 1 つのノー
ドで XMPP フェデレーションをオンにする必要があります。
各クラスタでは同じ XMPP フェデレーションの設定とポリシーを指定する必要があります。IM and Presence Service では、クラスタ全体
に XMPP フェデレーション設定をレプリケートしません。
システム トラブルシュータからは、クラスタ全体の XMPP フェデレーション設定が同期されていないかどうかがレポートされます。システム
トラブルシュータは次の確認を実行します。
手順
1.

次のことを確認してください。
1.

クラスタ間ピア全体で XMPP フェデレーションが一貫してイネーブルにされている。

2.

Secure Sockets Layer（SSL）モードは、クラスタ間ピア間で一貫して設定されている。

3.

クラスタ間ピア全体で「必要かつ有効なクライアント側の証明書」が一貫して設定されている。

4.

Simple Authentication and Security Layer（SASL）設定は、クラスタ間ピア間で一貫して設定されている。

5.

クラスタ間ピア全体でダイヤルバック シークレットが一貫して設定されている。

6.

クラスタ間ピア全体で XMPP フェデレーションのデフォルト管理ポリシーが一貫して設定されている。

7.

クラスタ間ピア全体でポリシー ホストが一貫して設定されている。

2.

[Cisco Unified CM IM and Presence サービス管理（Cisco Unified CM IM and Presence Service Administration）] ユーザ
インターフェイスにログインします。[診断（Diagnostics）] > [システム トラブルシュータ（System Troubleshooter）] の順に選択し
ます。

3.

次の項目の横に緑色のチェック マークがあることを確認します。
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•

XMPP フェデレーション設定がすべてのクラスタ間ピアで一致することを確認する（Verify the XMPP Federation settings
match on all interclustered peers.）

•

SASL 設定がすべてのクラスタ間ピアで正しく設定されていることを確認する（Verify that SASL settings have been
correctly configured for all intercluster peers.）

•

XMPP が全体で無効になっているか、すべてのクラスタ内の少なくとも 1 つのノードで有効になっていることを確認する（Verify
that XMPP has been uniformly disabled or enabled on at least one node in each all clusters.）

•

すべてのクラスタ間ピアでデフォルトの管理者ポリシーが統一されていることを確認する（Verify that the default Admin
Policy is consistent across all intercluster peers.）

•

ホスト ポリシーがすべてのクラスタ間ピアで統一されていることを確認する（Verify that the Host Policy is consistent across
all intercluster peers.）

これらのチェックのいずれかに問題があり、その問題をレポートする場合、システム トラブルシュータには推奨の操作が用意されています。
注：システム トラブルシュータのすべてのテストをパスしても、IM のやりとりやアベイラビリティの問題が解決されない場合は、[プレゼンス
の設定（Presence Settings）] ページの [フェデレーション実行時に電子メールを使用可能にする（Enable use of Email Address when
Federating）] 設定がクラスタ間ピア全体で一貫して設定されているかどうかを確認します。

XMPP フェデレーションのハイ アベイラビリティ
XMPP フェデレーションのハイ アベイラビリティには、IM and Presence Service のその他の機能に対するハイ アベイラビリティとは異な
る点があります。それは 2 ノード サブクラスタ モデルには限定されないという点です。
XMPP フェデレーションに対してハイ アベイラビリティを実現するためには、クラスタ内の 2 つ以上の IM and Presence Service ノードに
対して XMPP フェデレーションを有効にする必要があります。複数のノードに対して XMPP フェデレーションを有効にすることで、規模が拡
大されるだけでなく、いずれかのノードに障害が発生したときのための冗長性が確保されます。

発信要求のルーティングに対するハイ アベイラビリティ
IM and Presence Service では、クラスタ内部のユーザからの発信要求について、XMPP フェデレーションが有効になっているクラスタ内
のすべてのノードに対して均等にロードバランシングが行われます。いずれかのノードで障害が発生すると、発信トラフィックは IM and
Presence Service によって、クラスタ内に存在する残りのノード全体に動的に分散されます。

着信要求のルーティングに対するハイ アベイラビリティ
着信要求のルーティングに対してハイ アベイラビリティを実現するためには、さらなる対処が必要です。IM and Presence Service のロー
カル配置を外部ドメインから検出できるようにするためには、パブリック DNS サーバ上で DNS SRV レコードをパブリッシュする必要があり
ます。このレコードから、XMPP フェデレーションの有効なノードが解決されます。外部ドメインは、解決されたそのアドレスに接続します。
このモデルでハイ アベイラビリティを実現するためには、IM and Presence Service のローカル配置に対して複数の DNS SRV レコード
をパブリッシュする必要があります。これらの各レコードは、IM and Presence Service のローカル配置内のノードのうち XMPP フェデ
レーションの有効なノードに解決されます。
ローカル配置に対する DNS SRV レコードは、これらのレコードの中から選択されます。XMPP フェデレーションが有効になっているノード
に障害が発生した場合、外部システムは別のノードを選択し、そのノードから IM and Presence Service のローカル配置に接続すること
になります。
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注：パブリッシュされた DNS SRV レコードの優先度および重み付けはすべて同じであることが必要です。これにより、すべての公開された
レコード間で負荷を分散させることができます。また、外部システムが正しく障害時に DNS SRV レコードと他のノードの 1 個に再接続でき
ます。
DNS SRV レコードは、XMPP フェデレーションが有効になっているすべてのノードに対してパブリッシュできるほか、その一部に対してのみ
パブリッシュすることもできます。パブリッシュされたレコードの数が多いほど、着信要求の処理に関するシステムの冗長性は高くなります。
XMPP フェデレーション配置の IM and Presence サービス ノード上でチャット機能を設定した場合は、チャット ノード エイリアスに対して
複数の DNS SRV レコードをパブリッシュできます。これにより外部システムでは、XMPP フェデレーションが有効ないずれかのノードで障
害が発生した場合に、XMPP フェデレーションが有効な他のノードを経由してその特定のチャット ノードに達する別の着信ルートを検索する
ことができます。ただし、これはチャット機能そのものに対するハイ アベイラビリティではなく、チャット ノード エイリアス宛ての着信要求に対
する XMPP フェデレーションのハイ アベイラビリティ機能を拡張したものです。
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