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はじめに 

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 

2019 年 1 月 ドキュメントのサービス セットアップ ウィザード セクションを拡充。すべてのデュアル NIC ケース内で

の LAN2 外部インターフェイスの使用を明確化（付録「高度なネットワークの導入」）。 

2018 年 9 月 Webex と Spark プラットフォームのリブランドおよび X8.11.1 メンテナンス リリースに応じた更新。 

2018 年 7 月 X8.11 用に再発行。重複するポート参照情報を削除。B2B ビデオ コールのフェデレーションに関する概要

セクションを追加。  

2017 年 7 月 X8.10 に関する内容を更新。 

2016 年 12 月 X8.9 用に再発行。 

2016 年 7 月 X8.8 用に再発行。 

2015 年 11 月 新しいテンプレートを適用。付録「高度なネットワークの導入」を改定。X8.7 用に再発行。 

2015 年 4 月 X8.5 用にメニュー パスを変更。X8.5.2 に合わせて再発行。 

2014 年 12 月 X8.5 用に再発行。 

2014 年 8 月 ファイアウォールの付録を修正。 

2014 年 6 月 X8.2 用に再発行。 

2013 年 12 月 初回リリース 
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はじめに 
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。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、当社の Any-to-Any コラボレーションのビジョンをサポートする Cisco Expressway は、

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。 

このマニュアルでは、基本的なビデオ インフラストラクチャの導入の基盤として Expressway-E および Expressway-C を

設定する方法について説明します。具体的には、次のタスクについて説明します。 

1. サービス セットアップ ウィザードを使用して、使用するサービスを選択し、そのサービスに対応するキ

ー（ライセンス）を適用する。  

2. システム パラメータとルーティング情報を設定する。 

3. システムが正常に機能していることを確認する。 

4. Cisco TMS、システム ロギング、アクセス制限などのオプションの項目を設定する。  

詳細な設定 

このドキュメントでは、DNS、NAT、ファイアウォールの設定についても詳しく説明します。いずれのシステムについて

も、システムの設定方法に関する実用的知識があることを前提とします。このドキュメントの付録には、次の詳細な参

照情報が記載されています。 

■ 付録 1：設定の詳細（58 ページ）に、このドキュメントで使用する Expressway 設定の詳細情報を記載します。 

■ 付録 2：DNS レコード（62 ページ）に、このドキュメントで使用する導入例に必要な DNS レコードを記載します。  

■ 付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定（64 ページ）に、NAT とファイアウォールに必要な設定の詳細を記載

します。このマニュアルでは、Expressway-E のデュアル ネットワーク インターフェイスおよび NAT 機能を使用して

可能になる、多数の NAT およびファイアウォールの配置オプションの小規模なサブセットについて説明します。 

■ 付録 4：高度なネットワークの導入（65 ページ）で、スタティック NAT とデュアル ネットワーク イン

ターフェイス アーキテクチャを使用してシステムを展開する方法を説明します。 

すべてのシステム設定パラメータの説明については、『 Expressway  Administrator  Guide』および Expressway Web アプリ

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

このガイドで使用する設定値の例 

理解しやすいよう、このガイドは導入例に基づいて進められます。この導入例では、一貫して次の設定値を前提とします。 

   Expressway-C Expressway-E 

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

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

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

ドメイン名 internal-domain.net example.com 

他の導入ガイドについて 

本書では、クラスタ化システムや、デバイス プロビジョニング、デバイス認証、または FindMe アプリケーションを実

行するシステムの導入方法については説明しません。また、Unified Communications サービス向けに Expressway システ

ムを設定する方法についても説明しません。これらの機能の詳細については、次のドキュメントを参照してください。 

■ Expressway  設定 ガイド  ページの『Mobile and Remote Access via Cisco Expressway Deployment Guide』

（Unified Communications サービスの設定方法について説明しています） 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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■ Expressway 設定ガイドのぺージ   に用意されている『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』  

■ VCS   設定 ガイド  のページに用意されている『Cisco TMS Provisioning Extension Deployment Guide』（FindMe の導入手

順が記載されています。このガイドは Expressway ページではなく VCS ページに用意されていることに注意してくだ

さい） 

■ Expressway  設定 ガイド  のページに用意されている『Expressway IP Port Usage for Firewall Traversal』 

■ VCS   設定 ガイド のページに用意されている『Cisco VCS Authenticating Devices』（このガイドは Expressway ページで

はなく VCS ページに用意されていることに注意してください）  

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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
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
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
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/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%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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ネットワーク導入例 

図 1 このドキュメントで説明する導入に使用するネットワークの例 

 

この例には内部セグメントおよび DMZ セグメントが含まれています。内部セグメントには Expressway-C プラットフォー

ムを、DMZ セグメントには Expressway-E プラットフォームを導入します。 
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ネットワーク要素 

内部ネットワーク要素 

内部ネットワーク要素は、ローカル エリア ネットワーク上でホストされるデバイスです。内部ネットワーク上の要

素は、内部ネットワークのドメイン名を持ちます。このドメイン名をパブリック DNS で解決することはできませ

ん。たとえば、Expressway-C には expc.internal-domain.net の内部的に解決可能な名前が設定されます（内部 DNS サー

バによって IP アドレス 10.0.0.2 に解決されます）。 

要素 ロール 

Expressway- 

C 

内部ネットワーク上に存在するデバイスの SIP レジストラ、プロキシ、H.323 ゲートキーパー、および 

Unified CM のコミュニケーション ゲートウェイ。 

EX90 およ

び EX60 

内部ネットワーク上でホストされるエンドポイントの例。これらのエンドポイントは Expressway-C また

は Unified CM に登録されます。 

DNS（local 

1 および 

local 2） 

Expressway-C で DNS ルックアップを実行するために使用する DNS サーバ（内部ネットワーク上のネット

ワーク名を解決します）。 

DHCP サー

バ  

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

サーバのアドレスを提供します。 

ルータ すべての内部ネットワーク デバイスのトラフィックを DMZ（NAT デバイスの内部アドレス）にルーティ

ングするゲートウェイとして動作します。 

Cisco TMS 

サーバ 

管理およびスケジューリング サーバ。タスク 16：Cisco TMS の設定（オプション）（42 ページ）を参

照。 

Unified CM Unified CM にエンドポイント デバイスを登録できます。この場合、Expressway はサードパーティ デバ
イスのユニファイド コミュニケーション ゲートウェイとして機能し、モバイルおよびリモート アクセ
スを提供します。Cisco Expressway-C に直接登録することもできます。 

ユニファイド コミュニケーション サービス向けに Expressway を設定する場合は、 Expressway  設定 ガ

イド のページに用意されている『Mobile and Remote Access via Cisco Expressway Deployment Guide』を参

照してください。  

Syslog サー

バ 

Syslog メッセージのロギング サーバ。タスク 17：ロギングの設定（オプション）（44 ページ）を参

照。 

DMZ ネットワーク要素 

Expressway-E 

Expressway-E は、内部ネットワークの外部に存在するデバイス（たとえば、インターネットを介して Unified CM に登

録されるホーム ユーザやモバイル ワーカー、およびこのネットワークとの間でコールを発信/受信するサードパーテ

ィ ビジネス）に対して SIP レジストラ、プロキシ、および H.323 ゲートキーパーとして機能します。 

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

バウンドおよびアウトバウンド コールを許可します。 

Expressway-E は、パブリック ネットワーク ドメイン名を持ちます。たとえば、Expressway-E には、expe.example.com の

外部的に解決可能な名前が設定されます（外部/パブリック DNS サーバによって IP アドレス 192.0.2.2 に解決されま

す）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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外部ネットワーク要素 

要素 ロール 

Jabber リモート エンドポイントの例で、インターネットを介して Expressway-E および 

Expressway-C 経由で Unified CM に登録されます。 

EX60 インターネットを介して Expressway-E に登録されるリモート エンドポイントの例。 

DNS（ホスト） サービス プロバイダーが所有する DNS。外部ドメイン example.com をホストします。 

DNS（external 1 および 

external 2） 

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

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

サーバ プール。 

NAT デバイスおよびファイアウォール 

この配置例には、次のものが含まれています。 

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

モート接続先に向かう）ネットワーク トラフィックのポート アドレス変換を行う NAT（PAT）デバイス。 

■ DMZ のパブリック側にあるファイアウォール デバイス。このデバイスは、特定のポート上のすべてのアウトバ

ウンド接続およびインバウンド接続を許可します。付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定（64 ページ）

を参照してください。 

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

行するホーム ファイアウォール NAT（PAT）デバイス。 

■ スタティック NAT およびデュアル ネットワーク インターフェイス アーキテクチャを使用したシステムの展

開方法については、付録 4：高度なネットワークの導入（65 ページ）を参照してください。 

SIP および H.323 ドメイン 

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

ージをルーティングするように設定されています。DNS SRV の設定は、付録 2：DNS レコード（62 ページ）に記載されて

います。 

■ DNS SRV レコードは、パブリック（外部）およびローカル（内部）ネットワークで設定され、該当するインフ

ラストラクチャ要素へのシグナリング要求メッセージのルーティングを有効にします（たとえば、外部エンド

ポイントが登録される前に、外部 DNS サーバをクエリして Expressway-E の IP アドレスを決定します）。 

■  内部 SIP ドメイン（example.com）はパブリック DNS 名と同じです。そのため、パブリック インターネット内

の登録済みデバイスと未登録デバイスの両方が、Expressway-C に登録されているエンドポイントを呼び出すこ

とができます。 
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プロセスのまとめ 

プロセスのまとめ 
はじめる前に 

■ 前提条件（13 ページ） 

サービス セットアップ ウィザードの実行 

■ タスク 1：ウィザードへのアクセスとナビゲーション（16 ページ） 

■ タスク 2：サービス セットアップ ウィザードの実行とライセンスの適用（18 ページ） 

■ サービス セットアップ ウィザードの実行例（21 ページ） 

Expressway システムの設定タスク 

■ タスク 3：システム名の設定（22 ページ） 

■ タスク 4：DNS の設定（22 ページ） 

■ タスク 5：デフォルトのサーバ証明書の置換（23 ページ） 

■ タスク 6：NTP サーバの設定（24 ページ） 

■ タスク 7：SIP ドメインの設定（25 ページ） 

ルーティングの設定タスク 

■ タスク 8：トランスフォーメーションの設定（26 ページ） 

■ タスク 9：ローカル ゾーン検索ルールの設定（27 ページ） 

■ タスク 10：トラバーサル ゾーンの設定（28 ページ） 

■ タスク 11：トラバーサル ゾーン検索ルールの設定（31 ページ） 

■ タスク 12：DNS ゾーンの設定（33 ページ） 

■ タスク 13：DNS ゾーン検索ルールの設定（33 ページ） 

■ タスク 14：外部（不明）IP アドレスのルーティングの設定（34 ページ） 

オプションの設定手順 

■ タスク 15：ネイバー ゾーンへのルートの設定（オプション）（41 ページ） 

■ タスク 16：Cisco TMS の設定（オプション）（42 ページ） 

■ タスク 17：ロギングの設定（オプション）（44 ページ） 

■ ステップ 18：登録制限ポリシーの設定（オプション）（45 ページ） 

■  タスク 19：デバイス認証ポリシーの設定（オプション）（46 ページ） 

■  タスク 22：ISDN ゲートウェイへのアクセスの制限（オプション）（51 ページ） 
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前提条件 

前提条件 
このガイドで説明しているいずれかのタスクを開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。  

一般的な前提条件 

■ システム設定を行うには Expressway Web ユーザ インターフェイスを使用することをお勧めします。このガイドで

は、PC 上で実行されている Web ブラウザを使用することを前提としています。PC には、HTTP（S）トラフィック

を Expressway にルーティングできる LAN へのイーサネット接続が必要です。 

■  Expressway  リリース  ノート  のページで該当するリリース ノートを確認してください。 

■ タスクを開始する前に参照できるよう、 Expressway   メンテナンス および 運用 ガイド のページに『Expressway 

Administrator Guide』が用意されています。  

IP アドレスとパスワードの前提条件 

このガイドでは、該当するインストール ガイドに従ってスタティック IP アドレスをすでに設定し、デフォルトのパスワ

ードを変更していることも前提としています。 

Expressway  インストール  ガイド のページに用意されている『Cisco Expressway Virtual Machine Installation Guide』 

Expressway  インストール  ガイド のページに用意されている『Cisco Expressway CE1100 Appliance Installation Guide』 

注：Expressway にはスタティック IP アドレスが必要です。Expressway では DHCP/SLAAC を使用して IP アドレスを取得する

ことはありません。 

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。 

DNS、NAT/ファイアウォール、および DHCP の前提条件 

タスクを開始する前に、次の非 Expressway システム設定を完了しておく必要があります。 

■ 内部および外部 DNS レコード。付録 2：DNS レコード（62 ページ）を参照してください。 

■ NAT およびファイアウォールの設定。付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定（64 ページ）を参照。 

■ DHCP サーバの設定（このドキュメントでは説明していません）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-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-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-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-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-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-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-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-guides-list.html
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サービス セットアップ ウィザードの実行 

サービス セットアップ ウィザードの実行 

概要 

サービス セットアップ ウィザードを使用して、環境に選択した用途に適切な Expressway システムを簡単に設定してライセ

ンスを適用できます。またユーザ インターフェイスも簡素化されます。Web ユーザ インターフェイスを初めて起動すると

きに、ウィザードが開始します。ウィザードで、システム シリーズ （Expressway シリーズまたは VCS シリーズ）とシステム

のタイプ（Expressway-C または Expressway-E）を選択します。シリーズおよびタイプに基づいて、サービスを選択し、ライセ

ンスの適切なオプション キーを適用します。  

ウィザードを使用して、Expressway の基本的なネットワーク設定（通常は初期インストール時に設定されます）を確認し、

編集することもできます。再起動すると、選択したサービスに合わせてユーザ インターフェイスが調整されて、該当するサ

ービスに関するメニューとページのみが表示されます。 

よく利用されているサービスの例を以下に示します。 

■ Cisco Webex ハイブリッド サービス（Cisco Spark ハイブリッド サービスから改名） 

■ Meeting Server Web プロキシを含むモバイルおよびリモート アクセス 

■ Jabber Guest サービス 

■ Microsoft ゲートウェイ サービス：このサービスは、システムで Microsoft SIP と標準ベースの SIP バリアントの両タイ

プに対応する場合にのみ使用します。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 

■ Collaboration Meeting Rooms（CMR）Cloud 

■ ビジネス ツー ビジネス コール 

同時にホストできるサービス 

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

を示します。このマトリックは、システムまたはクラスタで同時に使用できるサービスを示しています。 
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表 2 同時にホストできるサービス 

  Cisco Webex 

ハイブリッド 

サービス（コ

ネクタ） 

モバイル

およびリ

モート ア

クセス 

Jabber 

Guest サ

ービス 

Microsoft 

ゲートウ

ェイ サー

ビス 

レジスト

ラ 

CMR Cloud ビジネス 

ツー  

ビジネス 

コール（  

ハイブリ

ッド コー

ル サービ

スを含

む） 

Cisco Webex ハイブリッド サー

ビス（コネクタ） 

Y N N N N Y Y 

モバイルおよびリモート  

アクセスおよび/または（X8.9 

以降）  

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 

業界間にコールします 

（Cisco Webex  

ハイブリッド コール サービス

を含む） 

Y Y* Y N Y Y Y 

表の見方 

Y：はい。これらのサービスは同じシステムまたはクラスタでホストできます 

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

ルール 

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

ますが、ユーザ数に制限があります。 

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

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

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

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

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

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

■ 現在、MRA は IPv6 専用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 を両方ともデュアル スタック モードにする必要があり

ます。 
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CE1200 物理アプライアンス 

Cisco Expressway CE1200 を展開する場合は、次の注意事項が適用されます。 

■ シリーズ オプションは関係ありません。このアプライアンスは Cisco VCS をサポートしていないため、常に Cisco 

Expressway システムとなります。 

■ CE1200 は Cisco Expressway-C または Cisco Expressway-E として動作できます。 

■ デフォルトでは、Expressway-C には常にサービス セットアップ ウィザードが同梱されています。サーバを 
Expressway-E として導入するには、システム タイプとして Expressway-E を指定し、Expressway を再起動して変

更を有効にする必要があります。 

ウィザードを使用しない場合 

ウィザードを使用しない場合に備え、スキップ オプションが用意されています。後で気が変わった場合は、いつでも

ウィザードに戻って実行できます（[ステータス（Status）] > [概要（Overview）] ページに移動し、[サービスのセット

アップを実行（Run service setup）] をクリックします）。  

ウィザードをスキップするオプションを選択する場合は、このガイドで説明する設定タスクを開始する前に、Expressway 

ランセンスのセットアップ要件に手動で対処する必要があります。また、選択された特定のサービスに応じてユーザ イ

ンターフェイスがカスタマイズされることもありません。  

タスク 1：ウィザードへのアクセスとナビゲーション 
ウィザードにアクセスするには、いくつかの方法があります。 

■ X8.8 以降では、Expressway ユーザ インターフェイスに初めてログインすると、自動的にサービス セットア

ップ ウィザードが表示されます。ウィザードを起動する必要はありません。 

■ 以前にログインしたか、アップグレードを行った場合、ウィザードを表示するには、[ステータス（Status）] > [概

要（Overview）] ページに移動します。このページで [サービスのセットアップを実行（Run service setup）] をクリ

ックすると、ウィザードが起動します。  

■ ウィザードをすでに実行している場合でも、随時、再実行できます。それには、[ステータス（Status）] > 

[概要（Overview）] ページで [サービスのセットアップに戻る（Return to service setup）] をクリックしま

す。  

ウィザードを移動するには、次の方法があります。 

■ ウィザードを完全にキャンセルする場合は、[サービス セットアップ ウィザードをスキップ（Skip Service Setup 

Wizard）] をクリックします。前のページに戻るには、[戻る（Back）] をクリックします。 

■ [続行（Continue）] をクリックして設定を保存し、次のウィザードページに移動します。 

注：CE1200 アプライアンスでは、ページで [続行（Continue）] をクリックしても、そのページで構成された設定はアプラ

イアンス上に保存されません。設定は、[コア設定の確認（Confirm core configuration）] ページで [完了（Finish）] をクリ

ックした後で初めて保存されます。 
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図 2 サービス セットアップ ウィザードの例 - 選択ページ 
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タスク 2：サービス セットアップ ウィザードの実行とライセンスの適用 

65 個のオプション キーの制限 

65 個を超えるオプション キー（ライセンス）を追加しようとすると、[オプション キー（Option keys）] ページでは通常

どおりに表示されていても、適用されるオプション キーは最初の 65 個のみです。66 個目以降のオプション キーは追加さ

れているように見えても実際には Expressway によって処理されません。CDETS  CSCvf78728 を参照してください。  

プロセス 

1. [Expressway シリーズ（Expressway series）] を選択します。 

2. [Expressway-C] または [Expressway-E] を選択します。最初に Expressway-C を選択してウィザードを実行することを

お勧めします。その後、Expressway-E に対してウィザードを実行します。 

サービスのリストが変更されて、選択したシリーズおよびタイプで使用できるサービスのみが表示されます。 

3. [サービス] を選択します。このシステムで使用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。同じ

システムまたはクラスタで同時に使用できる互換性のあるサービスについては、同時にホストできるサービス

（14 ページ）を参照してください。 

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。  

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/cscvf78728
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/cscvf78728


Cisco Expressway-E および Expressway-C - 基本設定導入ガイド 

19 

 
 
 
 

4. [続行（Continue）] をクリックして、ウィザードの [オプション キー（Option keys）] ページに進みます。この

ページを利用して、選択内容に適切なライセンスを特定して取得できます。サービス セットアップ ウィザー

ドの実行例（21 ページ）に具体的な例が記載されています。 

ページの上部にある [ライセンスに関するヘルプ（Licensing help）] セクションに、シスコの製品ライセンス登

録ポータルでの製品認証キー（PAK）の使用方法が説明されています。ページの下部にある [ライセンス ステ

ータス（License status）] セクションに、実際に必要なライセンスとそのステータス（ロード済み/未ロード）

がリストされます。  

リストされるエントリは導入環境によって異なります。次の例は Cisco Expressway-C レジストラ サービスの場合

です。  

図 3 サービス セットアップ ウィザードの例 - [オプション キー（Option Keys）] ページ 

 

5. [オプション キー（Option Keys）] ページで、[製品ライセンス登録ポータル（Product License Registration Portal）]     

リンクをクリックしてライセンス ポータルにアクセスします。(このステップでは、ウィザードから離れて必要な

ライセンスを取得する必要があります。また、システムのシリアル番号も必要です）。ライセンス ポータルで、

必要なライセンスの詳細情報を入力します。たとえば、EX90 などのデスクトップ システムを登録する場合は、デ

スクトップ システム登録ライセンスを追加する必要があります。 

ライセンス ポータルの使用方法について詳しくは、オンライン ヘルプまたは『 Expressway  Administrator  Guide』

を参照してください。シスコ製品の発注ガイドは、シスコ  コラボレーション 発注 ガイド のページに用意されて

います。  

6. 選択したサービスのリリース キーとオプション キーを記載した、システム生成の電子メールがライセンス ポータ

ルから送信されてくるまで待ちます。  

7. ウィザードに戻り、電子メールに記載されているリリース キーのテキストを最初のテキスト エリアに貼り付けま

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。 

 

 

 

http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
http://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html
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8. 電子メールに記載されているオプション キーのテキストを 2 番目のテキスト エリアに貼り付けます。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。 

9. 電子メールのテキスト（ルーム システムやデスクトップ システムの登録ライセンス キーなど）をさらに貼り付ける

場合は、新しいテキスト エリアを追加します。 

10. [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）] テーブルに、このシステムに有効なキーのグループが表示され、それぞれ

のキーがロード済みであるかどうかが示されます。キーは、次のように分類されます。 

— [必須（Required）]：このセクションに示されているキーがどれもまだロードされていない場合、ステータスは 

[必須（Required）] として表示されます。この場合、ウィザードを続行することはできません。 

— [オプション（Optional）]：有用であるかどうかに関わらず、選択したサービスに厳密には必要のないキーが示さ

れます。 

— [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）]：選択したサービスでは使用できないキーが示されます。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。 

11. [続行（Continue）] をクリックします。 

12. 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。 

13. [完了（Finish）] をクリックします。 

14. 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。 

結果：ログインすると、ユーザ インターフェイスがサービスの選択に合わせて調整されます。選択したサービスに

関連するメニューとページのみが表示されます。  

次の実施手順 
Expressway-C 要素についてのウィザードが完了しました。次は、Expressway-E に対してウィザードを実行する必要がありま

す。Expressway-E の典型的な導入の場合、ウィザードで選択する可能性が高いサービスにはモバイルおよびリモート アクセ

スとビジネス ツー ビジネス コールが含まれます。Expressway-E についてのウィザードが完了したら、このガイドの 

Expressway システムの設定に進みます。 
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サービス セットアップ ウィザードの実行例 
Expressway レジストラの場合の例 

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。（サービスの互換性マトリックスはオンライン ヘルプおよび『 Expressway  

Administrator  Guide』で確認できます）。 

5. [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。  

6. 最初のテキスト エリアに、リリース キーを貼り付けます（例：LIC SW AAA A0）。 

7. 2 番目のテキスト エリアに、Expressway シリーズ キーを貼り付けます（例：116341E00-1-AAAAAAAA）。 

8. 新しいテキスト エリアを作成し、ルーム システムまたはデスクトップ システムの登録ライセン スキーを貼り付

けます。  

9. [キーの追加（Add Keys）] をクリックします。 

10. [続行（Continue）] をクリックします。 

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

12. 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、目的とする結果の Expressway-C の部分のサービス セットアップとライセンシングが完了しました。た

だし、ここではビジネス ツー ビジネス コールを選択することから、ウィザードを再度実行して Expressway-E 

のセットアップとライセンシングを行う必要があります。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。  

ハイブリッド サービスの場合の例 

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. [Cisco Spark ハイブリッド サービス（Cisco Webex Hybrid Services）] をオンにします。 

4. [続行（Continue）] をクリックします。 

ウィザードにより、ネットワーク設定を確認するよう求められます。ハイブリッドサービスの登録にはリリース 

キー、ライセンス、オプション キーは必要ないため、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. [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。 

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

タスク 3：システム名の設定 
[システム名（System name）] は、Expressway の名前を定義します。この名前は Web インターフェイスのさまざまな場所に

表示され、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。 

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

1. [システム（System）] > [管理（Administration）] に移動します。 

2. 次のように [システム名（System name）] を設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

システム名（System 

name） 

EXPc と入力します EXPe と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

図 4 Expressway-E 

 

タスク 4：DNS の設定 

システム ホスト名 

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

ルのホストの部分であることに注意してください。 

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

ださい。システム ホスト名を設定するには、次の手順を実行します。 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 

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

  Expressway-C Expressway-E 

システム ホスト名（System 

host name） 
expc と入力します expe と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

ドメイン名 

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

は、次の手順を実行します。 



Cisco Expressway-E および Expressway-C - 基本設定導入ガイド 

23 

Expressway システムの設定 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 

2. 次のように [ドメイン名（Domain name）] を設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

ドメイン名

（Domain Name） 
internal-domain.net と入力します。 example.com と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

現在、Expressway-C の完全修飾ドメイン名は expc.internal domain.net、Expressway-E の完全修飾

ドメイン名は expe.example.com となっています。 

DNS サーバ 

DNS サーバ アドレスにより、ドメイン名の解決時に使用する最大 5 つのドメイン ネーム サーバの IP アドレスが指定され

ます。次のいずれの場合も、アドレス解決に使用するデフォルト DNS サーバを少なくとも 1 つ指定する必要があります。 

■ 外部アドレスを指定するときに、IP アドレスではなく完全修飾ドメイン名を使用する場合。たとえば、

LDAP サーバ、NTP サーバ、ネイバー ゾーン、ピアの場合です。 

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

Expressway は一度に 1 つのサーバをクエリします。そのサーバが利用不可の場合、Expressway はリスト内の別のサーバを試しま

す。 

導入例では、2 つの DNS サーバが各 Expressway に設定されます。これにより、DNS サーバにある程度の冗長性が備わりま

す。Expressway-C は、内部ネットワーク上に存在する DNS サーバで設定されます。Expressway-E は、パブリックにルーテ

ィング可能な DNS サーバで設定されます。  

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

1. [システム（System）] > [DNS] に移動します。 

2. 次のように DNS サーバの [アドレス（Address）] フィールドを設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

アドレス 1

（Address 1） 
10.0.0.11 と入力します 194.72.6.57 と入力します 

アドレス 2

（Address 2） 
10.0.0.12 と入力します 194.73.82.242 と入力します 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

Expressway-C の完全修飾ドメイン名は expc.internal domain.net、

Expressway-E の完全修飾ドメイン名は expe.example.com です。 

タスク 5：デフォルトのサーバ証明書の置換 
セキュリティを強化するために、Expressway は他のシステム（LDAP サーバやネイバー ゾーンの Expressway、または 

SIP エンドポイントや Web ブラウザのようなクライアント）と TLS 暗号化を使用して通信することもできます。クラ

イアントとサーバ間の接続でこれを正常に機能させるためには以下が必要です。 

■ サーバにはそのアイデンティティを検証する証明書がインストールされている必要があります。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、サーバで使用している証明書に署名した CA を信頼しなければなりません。 

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  
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（通常は Web ブラウザからの）クライアント接続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 3 接続タイプ別の 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 の有効期限切れが許容されないようにしてください。これらの CA で署名された証明書が拒否さ

れる場合があります。 

信頼できる CA のリストをロードするには、[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ（Security）] > [信頼できる CA 

証明書（Trusted CA certificate）] に移動します。 

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

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

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

Expressway  設定 ガイド のページに用意されている『Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide』を参照してく

ださい。 

タスク 6：NTP サーバの設定 
NTP サーバのアドレス フィールドは、システム時間の同期に使用される NTP サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）の IP ア

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

注：Expressway トラバーサル ペアが同期される結果となる場合は、Expressway-C と Expressway-E を別々の NTP サーバで同期

できます。 

NTP サーバのアドレスおよびタイム ゾーンを設定するには、次の手順に従います。 

1. [システム（System）] > [時間（Time）] に移動します。 

2. Expressway-C と Expressway-E の両方で、次のようにフィールドを設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

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

時間帯（Time zone） この例では [GMT] この例では [GMT] 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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タスク 7：SIP ドメインの設定 
Expressway は設定済みの SIP ドメインの SIP レジストラとして動作し、これらのドメインを含むエイリアスで登録を試

行する SIP エンドポイントの登録要求を受け入れます。 

■ 登録の制限（許可（Allow）または拒否（Deny））のルールを設定し、受け入れ可能な登録を制限することができ

ます。タスク 18：登録制限ポリシーの設定（オプション）（45 ページ）を参照してください。 

■ 認証が有効な場合、適切に自己認証できるデバイスのみを登録することができます。 

SIP ドメインを設定するには、次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. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のドメイン名を [名前（Name）] フィールドに入力します（Expressway-C と Expressway-E の両方）。 

  Expressway-C Expressway-E 

名前

（Name） 
example.com と入力します example.com と入力します 

4. [ドメインの作成（Create domain）] をクリックします。 

5. [ドメイン（Domains）] ページに、設定済みのすべての SIP ドメイン名が表示されます。 

 

次の作業 

これで、Expressway システムの設定が完了しました。次の「ルーティング設定」の項に進みます。 
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ルーティング設定 

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

ができます。Expressway は、検索が外部ゾーンに送信される前にトランスフォーメーションを適用します。 

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

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

ルに対して同じコール検索が動作します。 

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

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

01234@example.com を URI 化）します。 

■ 事前検索トランスフォーメーションはすべて のシグナリング メッセージに適用されるため、注意して使用して

ください。一致した場合、Unified Communications メッセージ、プロビジョニング、プレゼンス要求だけでなくコ

ール要求のルーティングに影響を与えます。 

■ トランスフォーメーションは、検索ルールでも実行できます。検索対象の着信側アドレスを変更するには、事前

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

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

て）どのようにルーティングするかを定義します。検索ルールが一致すると、検索ルールで定義した条件に応じて宛先

エイリアスを変更することができます。 

このマニュアルで説明している検索ルールは、H.323 エンドポイントが、E.164 番号または H.323 ID が登録されていてド

メイン部分がない H.323 デバイスに確実にダイヤルできるようにするために使用されます。検索ルールは、まず URI のド

メイン部分がない受信側の宛先エイリアスを検索し、次に URI 全体を検索します。 

ここで説明する検索ルールは、次のルーティングの組み合わせを有効にするために使用されます。 

発呼側 着信側 

登録済みのデバイス（Expressway-C または 

Expressway-E） 

登録済みのデバイス（EXPRESSWAY-C または Expressway-

E） 

登録済みのデバイス（Expressway-C または 

Expressway-E） 

外部ドメインおよび未登録のデバイス（DNS ゾーンを使

用した Expressway-E 経由） 

登録済みのデバイス（Expressway-C または 

Expressway-E） 

パブリック外部 IP アドレス（ Expressway-E 経由） 

外部ドメインおよび未登録のデバイス 登録済みのデバイス（Expressway-C または Expressway-E） 

このマニュアルのルーティング設定は、有効な SIP URI を持つ宛先エイリアスを検索します。つまり、id@domain などの

有効な SIP アドレスを使用している宛先エイリアスです。 

検索ルールをターゲットのローカル ゾーンとともに [任意の IP アドレス（Any IP address）] モードで設定することによ

り、内部ネットワーク上の未登録のデバイスへのコールを有効にするルーティング（デバイスの IP アドレスへのルーティ

ング）を設定することができます。ただし、これは推奨しません（このマニュアルでは説明していません）。ベスト プラ

クティスは、すべてのデバイスを登録し、宛先エイリアスを使用してルーティングすることです。 

タスク 8：トランスフォーメーションの設定 
このマニュアルで説明している事前検索トランスフォーメーションの設定は、H.323 および SIP の両方のデバイスから発

信する宛先エイリアスの標準化に使用されます。 
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次のトランスフォーメーションは、「@」を含まない宛先エイリアスに対して行われるすべてのコールの試行の宛先

エイリアスを変更します。古い宛先エイリアスには末尾に @example.com が追加されているため、すべてのコールの

宛先エイリアスを SIP URI 形式に標準化します。  

トランスフォーメーションを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [トランスフォーメーション（Transforms）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のようにトランスフォーメーション フィールドを設定します。 

   Expressway-C  Expressway-E  

プライオリティ

（Priority）  
1 と入力します。 

Expressway-C と同様。  

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

パターン タイプ

（Pattern type）  

正規表現（Regex） 

パターン文字列

（Pattern string）  

([^@]*) と入力します。 

パターン動作

（Pattern behavior）  

置換（Replace） 

文字列の置換

（Replace string）  

\1@example.com と入力します。 

状態（State）  有効（Enabled） 

4. [トランスフォーメーションの作成（Create transform）] をクリックします。 

 

タスク 9：ローカル ゾーン検索ルールの設定 
コールをローカル ゾーン（ローカルに登録されたエンドポイント エイリアス）にルーティングする検索ルールを設定す

るには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。 

2. まず、次のようにして指定済みのデフォルト検索ルール（[LocalZoneMatch]）を無効にします。 

a  [LocalZoneMatch] の横にあるチェックボックスをオンにします。 

b  [無効化（Disable）] をクリックします。 

c  [OK] をクリックします。 

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

   Expressway-C  Expressway-E  

ルール名（Rule name）  Local zone – full URI と入力します。 同等  

Expressway-C  
説明（Description） Search local zone for SIP devices with a domain と入力しま

す。 

プライオリティ（Priority）  50 と入力します。 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source）  任意（Any） 

要求に認証が必要（Request 

must be authenticated） 

なし（No） 

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

パターン タイプ（Pattern 

type）  

正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern 

string）  
(.+)@example.com.* と入力します。 

パターン動作（Pattern 

behavior）  

変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On 

successful match）  

続行（Continue） 

ターゲット（Target）  LocalZone 

状態（State）  有効（Enabled） 

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

タスク 10：トラバーサル ゾーンの設定 
トラバーサル ゾーン設定は Expressway-C および Expressway-E プラットフォーム間の接続を定義します。トラバーサル ゾー

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

ります。Expressway-C にはトラバーサル クライアント ゾーンを設定します。Expressway-E にはトラバーサル サーバ ゾーン

を設定します。  

トラバーサル ゾーンのタイプの選択 

■ ビジネス ツー ビジネス コール向けの展開では、トラバーサル ゾーンを使用します。 

■ モバイルおよびリモート アクセス向けの展開では、Unified Communications トラバーサル ゾーンを使用します（次のセ

クションを参照）。 

チェーン接続されたファイアウォール トラバーサル 

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

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

図 5 チェーン接続された 2 つの Expressway-E を使用する場合の例 
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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） 

■ トラバーサル チェーンは、モバイルおよびリモート アクセス向けの展開ではサポートされません。 

■ 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。 

ユニファイド コミュニケーション用のトラバーサル ゾーン 

モバイルおよびリモート アクセスや Jabber Guest などのユニファイド コミュニケーション 機能を使用するには、

Expressway-C と Expressway-E 間にセキュアなトラバーサル ゾーン接続が必要です。 

■ Expressway-C と Expressway-E にはユニファイド コミュニケーション トラバーサル タイプのゾーン

を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 がサーバ証明書を相互に信頼する必要があります。各 Expressway がクライアン

トとサーバの両方として機能すると同時に各 Expressway の証明書がクライアントとサーバとして

有効であることを確認する必要があります。 

■ H.323 または暗号化されていない接続も必要な場合、別のトラバーサル ゾーン ペアを設定する必

要があります。 

トラバーサル ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のようにフィールドを設定します。他のフィールドはすべてデフォルト値のままにします。 

   Expressway-C  Expressway-E  

名前（Name）  TraversalZone と入力します。 TraversalZone と入力します。 

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

トラバーサル サーバ
（Traversal server） 

ユーザ名（Username）  exampleauth と入力します。 exampleauth と入力します。 

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

H.323 モード（H.323 Mode）  オン（On） オン（On） 

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

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

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

N/A オフ（Off） 

SIP モード（SIP Mode）  オン（On） オン（On） 

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

SIP トランスポート（SIP Transport）  TLS TLS 

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

SIP プロキシ経由の登録を許可（SIP Accept 
proxied registrations） 

許可（Allow） オフ（Off） 

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

192.0.2.2 と入力します 
N/A 
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4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

Expressway-E での認証クレデンシャルの設定 

ローカル認証データベースで認証クレデンシャルを設定するには、次の手順に従います（これは、Expressway-E での

み設定されます）。 

1. [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス（Devices）] > [ローカル データベース（Local 

database）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

名前（Name） N/A 
exampleauth と入力します。 

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

4. [クレデンシャルの作成（Create credential）] をクリックします。 

 

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、[ピア 1（Peer 1）] から [ピア 6（Peer 6）] のアドレス フィールドに

リモート クラスタ内の各ピアの IP アドレスまたは FQDN を入力します。 

次の点に注意してください。 

■ 可能であればこれらのフィールドには FQDN を使用します。各 FQDN が異なっていて、各ピアに対して単一の IP 

アドレスに解決される必要があります。IP アドレスでは、TLS 検証を使用できない場合があります。CA の多くは 

IP アドレスを認証するための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。 

タスク 11：トラバーサル ゾーン検索ルールの設定 
トラバーサル ゾーンを介してコールをルーティングするための検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. フィールドを次のように設定します。 

   Expressway-C Expressway-E 

ルール名（Rule name）  たとえば「トラバーサル ゾーン検索ル

ール」 

たとえば「トラバーサル ゾーン検索ル

ール」 

説明（Description）  たとえば「検索トラバーサル ゾーン - 

EXPe」 

たとえば「検索トラバーサル ゾーン - 

EXPc」 

プライオリティ（Priority）  100 100  

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 任意（Any） 

ソース（Source） 任意（Any） 任意（Any） 

要求に認証が必要（Request 

must be authenticated） 

いいえ（No） いいえ（No） 

モード（Mode） 任意のエイリアス（Any alias） 任意のエイリアス（Any alias）* 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

続行（Continue） 続行（Continue） 

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

状態（State） 有効（Enabled） 有効（Enabled） 

* この例では、トラバーサル ゾーンを経由するすべてのエイリアスを Expressway-C にルーティングします。選択

的にエイリアスをルーティングするには、検索ルールを追加するか、コール ポリシーを設定します。 

4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
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図 6 Expressway-C でのトラバーサル ゾーン検索ルール 

 

図 7 Expressway-E でのトラバーサル ゾーン検索ルール 
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タスク 12：DNS ゾーンの設定 
 

DNS ゾーンは外部でホストされているシステム（企業間のコールの場合など）の検索に使用されます。宛先エイリア

スは、DNS ルックアップを使用して、名前によって検索されます。 

DNS ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。 

1. Expressway-E にサインインします。 

2. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]へ移動します。 

3. [新規（New）] をクリックします。 

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

フィールド名 値 

名前（Name） たとえば DNSZone と入力します 

タイプ（Type） DNS 

H.323 モード（H.323 Mode） オン（On） 

SIP モード（SIP Mode） オン（On） 

フォールバック トランスポート プロトコル（Fallback 

transport protocol） 

TCP 

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

5. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

タスク 13：DNS ゾーン検索ルールの設定 
DNS 検索ルールは、いつ DNS ゾーンを検索すべきかを定義します。 

ローカル ネットワーク（ローカル ドメイン）上で設定された SIP ドメインを使用し、宛先アドレス（URI）に対して DNS 

ゾーン（パブリック インターネットなど）を使用して行われる検索を防止する、特定の正規表現を設定します。 

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

1. Expressway-E にサインインします。 

2. [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。 

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

フィールド名 値 

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

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

プライオリティ（Priority） 150 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source） 全ゾーン（All zones） 

要求に認証が必要（Request must be 

authenticated） 

いいえ（No） 

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

パターン タイプ（Pattern type） 正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern string） (?!.*@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） 

続行（Continue） 

ターゲット（Target） DNSZone 

状態（State） 有効（Enabled） 

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

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

(.*) = すべてのパターン文字列と一致する 

(?。*@example\.com.*$).* = @example.com で終わるパターン文字列とは一致しない 

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

ゾーン経由で検索されません。 

タスク 14：外部（不明）IP アドレスのルーティングの設定 
次の設定は、Expressway がコール（およびその他の要求）を外部 IP アドレスにルーティングする方法を定義します。外

部 IP アドレスは、Expressway に対して「既知」ではない IP アドレスであるため、パブリックにルーティング可能なアド

レスであると見なされます。 

既知の IP アドレスは、サブゾーン（サブゾーン メンバーシップ サブネット ルールを使用）内に定義されたアドレスです。 

■ Expressway-C から発信される外部 IP アドレスを宛先とするすべての要求は、検索ルールを使用して 

Expressway-E にルーティングされます。 

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

不明な IP アドレスへのコールを Expressway で処理する方法を設定するには、次の手順に従います。 
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1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [設定（Configuration）] に移動します。 

2. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

不明 IP アドレスへのコール（Calls to unknown IP 

addresses） 

間接（Indirect） 直接（Direct） 

Expressway-C 

 

Expressway-E 

 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

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

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

ルール名（Rule name） External IP address search rule と入力します。 N/A 

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

プライオリティ（Priority） 100 と入力します。 N/A 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） N/A 

ソース（Source） 任意（Any） N/A 

リクエストは認証される必要がある

（Request must be authenticated） 
いいえ（No） N/A 

モード（Mode） 任意の IP アドレス N/A 

正常に一致する場合（On successful 

match） 
続行（Continue） N/A 

ターゲット（Target） TraversalZone N/A 

状態（State） 有効（Enabled） N/A 

4. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
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エンドポイントの登録 

エンドポイントの登録 
ネットワーク設定例の図には、3 つのエンドポイントが示されています。 

エンドポイント IP アドレス ネットワーク 

EX90 10.0.0.15 内部ネットワーク 

EX60 10.0.0.16 内部ネットワーク 

EX60 192.168.0.2 ホーム ユーザ ネットワーク 

システムを設定した後は、次のエンドポイントの設定詳細を使用してエンドポイントを登録できるようになります。 

EX90（SIP プロトコルを使用）  

SIP URI user.one.ex90@example.com 

SIP Proxy1 expc.internal-domain.net 

EX60（H.323 および SIP プロトコルを使用）  

H.323 ID user.two.mxp@example.com 

H.323 E.164 7654321 

ゲートキーパーの IP アドレス expc.internal-domain.net 

SIP URI user.two.mxp@example.com 

SIP Proxy1 expc.internal-domain.net 

ホーム オフィスの EX60（H.323 および SIP プロト

コルを使用） 

 

H.323 ID user.three.mxp@example.com 

H.323 E.164 1234567 

ゲートキーパーの IP アドレス expe.example.com 

SIP URI user.three.mxp@example.com 

SIP Proxy1 expe.example.com 

次の作業 
Expressway のルーティング設定が完了しました。次のセクション「システム チェック」に進みます。 
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システム チェック 

システム チェック 

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

ータス（Status） ] > [ゾーン（Zones） ] に移動します。ゾーンのステータスは、 [設定（Configuration） ] > [ゾーン

（Zones）] > [ゾーン（Zones）] でも確認できます。  

トラバーサル ゾーンがアクティブではない場合は、次の手順に従います。 

■ トラバーサル ゾーンの設定を確認します。 

■ 該当するポートが、Expressway-C と Expressway-E 間に配置されている NAT およびファイアウォール デバイス上で、アウ

トバウンド ルーティングに対して有効になっていることを確認します。付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定

（64 ページ）を参照してください。 

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

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

登録ステータス 
登録されているはずのすべてのエンドポイントが実際に該当する Expressway に登録されていることを確認します。また、これら

のエンドポイントで該当するエイリアスが登録されていることも確認します。正常に登録されたすべてのエンドポイントは、[ス

テータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] にリストされます。 

登録されているはずのエンドポイントが登録されていない場合は、次の項目を確認します。 

■ エンドポイントの登録設定。外部ネットワークまたはインターネット上に配置されている場合は Expressway-E 

に登録するように設定されており、内部ネットワーク上に配置されている場合は Expressway-C に登録するよう

に設定されていますか。 

■ SIP ドメイン（タスク 7：SIP ドメインの設定（25 ページ））。 

■ Expressway に適用されるすべての登録制限の設定（オプション。タスク 18：登録制限ポリシーの設定（オプシ

ョン）（45 ページ））。 

SRV レコードを使用している場合は、ホーム エンドポイントが登録に失敗する可能性があります。これに該当するのは、

エンドポイントが DNS サーバにホーム ルータを使用していて、そのルータの DNS サーバ ソフトウェアが SRV レコードの

ルックアップをサポートしていない場合です。(このことは、Jabber ビデオを実行中の PC で使用されている DNS サーバに

も当てはまります）。登録が失敗する場合は、次のいずれかの措置を取ります。  

■ 一般公開された、SRV レコードのルックアップを解決可能な DNS を使用するように、エンドポイント上の DNS 

サーバを変更します。例：Google – 8.8.8.8 

■ エンドポイント上の SIP サーバ アドレスを変更して、クラスタ SRV レコードではなく、Expressway クラスタ内のノ

ードの FQDN を使用します。つまり、デバイスが AAAA または A レコードのルックアップを行うようにします。 

コール シグナリング 
コールが完了しない場合、エンドポイントが正常に Expressway に登録されたかどうかにかかわらず、次の手順に従います。 

■ Expressway-C での検索ルールの設定を確認します。 

■ Expressway-E での検索ルールの設定を確認します。 

■ 検索の試行および失敗について検索履歴ページを確認します（[ステータス（Status）] > [検索履歴（Search 

history）]）。 

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

ト ログ（Event Log）]）。 
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接続テスト ツール 
SRV 接続テスト機能は、Expressway が所定のドメイン上の特定のサービスに接続できるかどうかをテストするネットワー

ク ユーティリティです。このツールを使用すると、Cisco Webex ハイブリッド コール サービスやビジネス ツー ビジネス 

ビデオ コールなどの Expressway ベースのソリューションを設定しながら事前に接続をテストできます。このツールで接

続をテストする際は、接続する DNS サービス レコード ドメインと、そのドメインでクエリするサービス レコード プロ

トコルを指定します。Expressway は指定されたプロトコルごとに DNS SRV クエリを実行し、DNS から返されたホストへの 

TCP 接続を試行します。TLS を指定した場合、Expressway は TCP が成功しなければ TLS 接続を試行しません。Expressway 

接続テスト ページに、DNS の応答と接続試行が示されます。接続が失敗した場合は、その理由と併せてその特定の問題

を解決するためのアドバイスも表示されます。接続をトラブルシューティングするには、テストで生成された TCP デー

タを .pcap 形式でダウンロードできます。選択的に DNS クエリのダンプ（特定の接続試行）をダウンロードすることも、

テスト全体を記録した単一の .pcap ファイルを取得することもできます。 

次の作業 
システム チェックが完了してシステムが正常に動作することを確認したら、システムのバックアップを作成してから

「オプションの設定タスク」に進みます。   
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日常的なメンテナンス 

日常的なメンテナンス 

システム バックアップの作成 

はじめる前に 

■ X8.11 以降、バックアップ ファイルは常に暗号化されるようになっています。バックアップ ファイルにはブー

トストラップ キー、認証データ、およびその他の機密情報が含まれるためです。 

■ バックアップを復元できるシステムは、そのバックアップを作成したソフトウェアと同じバージョンを実行し

ているシステムに限られます。 

■ ある Expressway でバックアップを作成し、別の Expressway でこのバックアップを復元することができます。た

とえば、元のシステムが失敗した場合などです。復元するには、古いシステムで使用していたのと同じオプシ

ョン キーを新しいシステムにインストールする必要があります。 

別の Expressway で実行したバックアップを復元しようとすると警告メッセージが表示されますが、続行できます。 

（FIPS140-2 暗号化モードを使用している場合）FIPS 非準拠システムで作成されたバックアップを FIPS モードで

稼動するシステム上で復元することはできません。FIPS 準拠システムのバックアップを FIPS 非準拠システム上

で復元することはできます。  

■ Expressway 間のデータをコピーするためにバックアップを使用しないでください。使用すると、システム固有

情報（IP アドレスなど）が重複します。 

■ バックアップ ファイルには機密情報が含まれるため、テクニカル サポートを受ける際にこの情報をシスコに送

らないでください。代わりにスナップショットと診断ファイルを使用します。  

パスワード 

■ X8.11 以降、すべてのバックアップはパスワードで保護する必要があります。   

■ 以前のバックアップを復元する際、そのバックアップの作成後に管理者アカウントのパスワードが変更されて

いる場合は、復元後最初にログインするときに、古いパスワードを入力する必要があります。  

■ Active Directory のクレデンシャルは、システムのバックアップ ファイルに含まれていません。NTLM のデバイス

認証を使用する場合は、Active Directory のパスワードを入力して復元後に Active Directory ドメインに再参加する

必要があります。  

■ バックアップと復元に使用する緊急アカウントのパスワードは、標準的な管理者アカウント パスワードと同じ

ように扱われます。  

プロセス 

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

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [バックアップと復元（Backup and Restore）] に移動します。 

2. [暗号化パスワード（Encryption password）] に、バックアップ ファイルの暗号化に使用するパスワードを入力します。 

注意：バックアップ ファイルを復元する際は、このパスワードが必要になります。 

3. [システム バックアップ ファイルの作成（Create system backup file）] をクリックします。 

4. バックアップ ファイルが作成されるまで待機します。これには数分かかることがあります。ファイルが準備されている間

は、このページから移動しないでください。 

5. バックアップ ファイルが作成されると、ファイルを保存するように求められます。デフォルトのファイル名には次の形式

が使用されます。 

<software version>_<hardware serial number>_<date>_<time>_backup.tar.gz.encを使用して無効にすることができます。

Internet Explorer を使用している場合、デフォルトのファイル拡張子は .tar.gz.gz となります。（ファイル名の拡張子がこの

ように異なっても運用上の影響はありません。サポート対象のブラウザを使用してバックアップ ファイルを作成し、復元

できます。） 

6. セキュアな場所にバックアップ ファイルを保存します。 
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オプションの設定作業 

タスク 15：ネイバー ゾーンへのルートの設定（オプション） 
他システムにコールをルーティングする必要がある場合、Expressway-C でネイバー ゾーンおよび関連する検索ルールをオ

プションで設定できます。たとえば別の Expressway、Cisco VCS、Cisco Meeting Server、Unified CM などにコールをルーティ

ングできます。 

例：Cisco VCS ネイバー ゾーン 

この例では、Cisco VCS に登録されているデバイスへのコールをルーティングすることを前提としています。これらのデバ

イスのアドレス（宛先エイリアス）は、<alias>@vcs.domain の形式になります。  

注： H.323 デバイスでドメイン部分のない E.164 番号または H.323 ID が登録されている場合、追加のルールまたはトラン

スフォーメーションが必要になることがあります。 

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

1. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のようにフィールドを設定します。他のすべてのフィールドはデフォルト値のままにします。 

   Expressway-C Expressway-E 

名前（Name）  Neighbor zone to VCS と入力します。 N/A 

タイプ（Type）  ネイバー（Neighbor） 

H.323 モード（H.323 Mode）  オン（On） 

H.323 ポート（H.323 Port）  1719 と入力します。 

SIP モード（SIP Mode）  オン（On） 

SIP ポート（SIP Port）  5061 と入力します。 

SIP トランスポート（SIP 

Transport）  

TCP 

ロケーション ピア 1 アドレ

ス（Location Peer 1 address） 

Cisco VCS ネイバー システムのアドレスを入力します。 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

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

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。 

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

   Expressway-C Expressway-E 

ルール名（Rule name）  
Route to VCS と入力します。 

N/A 

説明（Description）  Search VCS neighbor zone と入力します。 

プライオリティ（Priority）  100 と入力します。 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source）  任意（Any） 

要求に認証が必要（Request must be 

authenticated） 

なし（No） 

モード（Mode） エイリアスのパターン マッチ（Alias 

pattern match） 

パターン タイプ（Pattern type）  サフィックス（Suffix） 

パターン文字列（Pattern string）  @vcs.domain と入力します。 

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

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

ターゲット（Target）  VCS へのネイバー ゾーン（Neighbor zone 

to VCS） 

状態（State）  有効（Enabled） 

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

Unified CM への SIP トランク 

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

タスク 16：Cisco TMS の設定（オプション） 
次の設定により、Expressway システムを Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）に統合することができ

ます。 

注意点： 

■ Expressway と TMS サーバを完全に統合するには、Cisco TMS 上での設定タスクも行う必要があります。
詳細については、 TMS  メンテナンス および 運用 ガイド のページに用意されている『Cisco TMS 
Administrator Guide』を参照してください。 

■ SNMP を有効にすると、Expressway と TMS の統合プロセスが迅速化されますが、この設定は必須ではありません。 

■ Expressway-E と TMS の統合には、追加のファイアウォール/NAT 設定が必要になります。Expressway-E は、

ファイアウォールの外側から Cisco TMS 上のポート 80/443 にアクセスする必要があります。付録 3：ファ

イアウォールおよび NAT の設定（64 ページ）を参照。 

SNMP を有効化し、設定するには、次の手順を実行します。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13435/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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1. [システム（System）] > [SNMP] に移動します。 

2. 次のように SNMP フィールドを設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

SNMP モード（SNMP 

mode） 

v3 と TMS のサポート（v3 plus TMS support） Expressway-C と同様。 

コミュニティ名（Community 

name） 
public であることを確認します。 

システム連絡先（System 

Contact） 
IT administrator と入力します。 

ロケーション（Location） example.com head office と入力します。 

ユーザ名（Username） VCS と入力します。 

認証モード（Authentication 

Mode） 

オン（On） 

タイプ（Type） SHA 

パスワード（Password） ex4mpl3.c0m と入力します。 

プライバシー モード

（Privacy Mode） 

オン（On） 

タイプ（Type） AES 

パスワード（Password） ex4mpl3.c0m と入力します。 

3. [Save] をクリックします。 

 

必要な外部のマネージャ（Cisco TMS）のパラメータを設定するには、次の手順を実行します。 
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1. [システム（System）] > [外部マネージャ（External manager）] に移動します。 

2. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

アドレス

（Address） 
10.0.0.14 と入力します。 

Expressway-C 

と同様。 

パス（Path） tms/public/external/management/ 

SystemManagementService.asmx と入力します。 

プロトコル

（Protocol） 

[HTTP] または [HTTPS] を選択します。 

証明書  

検証  

モード

（Certificate 
verification 

mode） 

[オン（On）] または [オフ（Off）] を選択します。 

証明書が検証されるのは、値が [オン（On）] に設定され、プロトコルが [HTTPS] 

に設定されている場合のみです。  

オンに切り替える場合は、Cisco TMS および Expressway に適切な証明書がインス

トールされている必要があります。 

 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

 

タスク 17：ロギングの設定（オプション） 
次の設定により、SYSLOG プロトコルを使用してイベント ログを外部のロギング サーバに送信できるようになります。 

■ [ローカル イベント ログの詳細レベル（Local event log verbosity）] の設定により、イベント ログの詳細度を制御し

ます。1 は最も詳細度が低く、4 が最も高くなります。 

■ 最小レベルとして 2 を推奨します。これにより、システム メッセージおよび基本的なシグナリング メッセージの

両方がログに記録されます。  

Expressway-E では、外部ロギングに対応するためのファイアウォール/NAT の設定も必要です。詳しくは、付録 3：ファイ

アウォールおよび NAT の設定（64 ページ）を参照してください。  

ロギング サーバを設定するには、次の手順を実行します。 
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1. [メンテナンス（Maintenance）] > [ロギング（Logging）] に移動します。 

2. フィールドを次のように設定します。 

  Expressway-C Expressway-E 

ローカル イベント ログの詳細レベル（Local event log 

verbosity） 

2 2 

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

1: Address） 
10.0.0.13 と入力します。 10.0.0.13 と入力します。 

リモート Syslog サーバ 1：メッセージ形式（Remote 

syslog server 1: Message Format） 

IETF syslog 形式（IETF 

syslog format） 

IETF syslog 形式（IETF 

syslog format） 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 18：登録制限ポリシーの設定（オプション） 
エンドポイントが登録可能なエイリアスを制限するには、許可リストまたは拒否リストを使用します。例として、許可リ

ストを使用して登録制限を設定する方法を説明します。 

1. [設定（Configuration）] > [登録（Registration ）] > [許可リスト（Allow List）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のフィールドに値を設定して許可パターンを作成します。この例では、「@example.com」を含むアイデンティ

ティで登録するエンドポイントに登録を制限します。 

  Expressway-C 

説明

（Description） 
Only allow registrations containing “@example.com” と入力します。 

パターン タイプ

（Pattern type） 

正規表現（Regex） 

パターン文字列

（Pattern string） 
.*@example\.com と入力します。 

4. [許可リストのパターンの追加（Add Allow List pattern）] をクリックします。 

 

登録の制限をアクティブにするには、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. 次のように [制限ポリシー（Restriction policy）] を設定します。 

  Expressway-C 

制限ポリシー（Restriction policy） 許可リスト（Allow List） 
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3. [保存（Save）] をクリックします。 

 

タスク 19：デバイス認証ポリシーの設定（オプション） 
Expressway はゾーン レベルおよびサブゾーン レベルで認証ポリシーを適用します。認証ポリシーにより、Expressway が該

当するゾーンまたはサブゾーンからの（プロビジョニング、登録、電話帳、コールを目的とする）受信メッセージを検証

する方法と、  

それらのメッセージを拒否するか、認証済みとして扱うか、または Expressway 内で未認証として扱うかが制御されます。 

ゾーンおよびサブゾーンごとにその [認証ポリシー（Authentication policy）]を [クレデンシャルを確認する（Check 

credentials）]、[クレデンシャルを確認しない（Do not check credentials）]、または [認証済みとして扱う（Treat as 

authenticated）] に設定できます。 

■ 登録の認証は、デフォルト サブゾーン（または関連する代替サブゾーン）設定で制御します。 

■ 最初のプロビジョニング登録要求の認証は、デフォルト ゾーン設定で制御します。 

■ コールおよび電話帳要求の認証は、エンドポイントが登録されている場合はデフォルト サブゾーン（または関連す

る代替サブゾーン）で、エンドポイントが登録されていない場合はデフォルト ゾーンで制御します。  

デフォルトでは、ゾーンおよびサブゾーンは [クレデンシャルをチェックしない（Do not check credentials）] として

設定されます。 

委任されたクレデンシャルのチェックの使用 

ネットワークでデバイス認証を有効化してあり（[クレデンシャルの確認（Check credentials）] の [認証ポリシー

（Authentication policy）] を使用）、SIP デバイスを使用するリモート ワーカー（社外）がいる場合は、委任されたクレデン

シャルの確認を有効にすることを検討する必要があります。まとめると、このためには、次の作業が必要になります。 

■ Expressway-E と Expressway-C 間のセキュアなトラバーサル ゾーンを設定します。 

■ 委任されたクレデンシャルを確認するために、Expressway-E と Expressway-C の SIP 設定、トラバーサル ゾーンおよび

必要な SIP ドメインを有効にします。 

■ Expressway-C に該当する認証メカニズムを設定します。 

これにより、リモート ワーカーは Expressway-E に登録できるようになり（[SIP 登録プロキシ モード（SIP registration proxy 

mode）] が [オフ（Off）] に設定されている場合）、Expressway-C によって企業内の認証メカニズムに対してセキュアに認

証されるようになります。  

デバイス認証の設定および委任されたクレデンシャル チェックの詳細については、『 Device  Authentication   on  Expressway  

Deployment Guide』を参照してください。 

タスク 20：リモート エンドポイントの登録の設定（オプション） 
このタスクは、在宅勤務者など、リモートに位置するエンドポイントの登録をサポートする必要がある場合に使用します。

これを行うには、リモートから送信される Expressway-C への SIP 登録要求をプロキシするように Expressway-E を設定しま

す。プロキシされた要求が該当する条件を満たす場合、Expressway-C が要求側エンドポイントを登録します。 

注：現在のところ、リモート H.323 エンドポイントによるプロキシ登録はサポートされていません。 

リモート SIP エンドポイントによるプロキシ登録を許可するには、Expressway-E のプロトコル設定を構成します。 
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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1 [設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP] に移動します。 

2 [登録制御（Registration Controls）] セクションで、セキュリティ要件に応じて  [SIP 登録プロキシ  モード（SIP 

registration proxy mode）]を設定します。 

 [既知のゾーンにのみプロキシ（Proxy to known only）] に設定して、既知のネイバー ゾーンおよびトラバーサル サ

ーバ ゾーンにのみプロキシされた要求を転送することを推奨します。  

トラバーサル ゾーン 

特別な設定は不要です。 

ダイヤル プランの要件 

■ デバイスがドメインに登録できるようにするには、ドメイン トラフィック（SIP コールおよび SIP 登録）を 

Cisco Expressway-E から Cisco Expressway-C へ転送する検索ルールが必要です。このルールに従えば、Cisco 

Expressway-E 上に登録に対する検索ルールを追加する必要はありません。  

■ Cisco Expressway-C にはリモート登録に対する検索ルールを設定することを推奨します。 

タスク 21：ビデオ コール用 B2B フェデレーションの設定（オプション） 

説明 

このセクションは、別の標準ベースの組織との音声コール、ビデオ コール、コンテンツ コールのフェデレーションが

必要な場合に適用されます。このコンテキストでのフェデレーションは、2 つ以上の組織内のユーザをコラボレーショ

ン テクノロジーを使用してつなげることを意味します。この B2B 展開では、組織内のユーザが別の既知の組織内のユ

ーザにコールすることができます。（ターゲット ドメインと他の組織のエッジ テクノロジーが既知です。） 

ここでは、展開例、シグナリング接続、サンプル ダイヤル プラン ルールについて説明します。図にはプライマリの標

準ベース コール制御エージェントとしてオンプレミスの Unified CM が示されていますが、Expressway がレジストラおよ

びコール制御エージェントとして動作することもできます。（この展開は、任意のサード パーティの標準ベース ソリュ

ーションに適用できます。）例として、このセクションでは stdsdomain1.com を外部組織として使用します。このドメ

インのエッジに Expressway E が位置するという前提です。 

サポートされるシステム 

■ オンプレミスの SIP コラボレーション環境。 

■ コール制御は、Cisco Unified Communications Manager、Expressway、またはサード パーティを中心に行うこと

ができます。  

■ 他の組織内の Cisco Collaboration クライアント 

前提条件 

■ Expressway X8.9 以降。 

■ （使用する場合。オプション）Cisco Unified Communications Manager 10.x 以降。 

■ DNS。Expressway-E、Expressway-C のフォワード ルックアップとリバース ルックアップが設定された内部 DNS。 

■ 外部 DNS。Expressway-E クラスタ FQDN のフォワード ルックアップが設定された外部 DNS。 

■ NTP。すべてのサーバが同じ時刻源に内部で同期される必要があります。 

■ 基本設定。Expressway トラバーサル ペアがインストールされて基本設定が完了していることを前

提とします。基本設定には、証明書の作成とインストール、トラバーサル サーバ ゾーンおよびク

ライアント ゾーンが含まれます。クラスタリングはオプションでサポートされます。 
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シグナリングおよびダイヤル プラン 

図 8 アウトバウンド コール シグナリング 

 

  

表 4 アウトバウンド ダイヤル プラン ルールの例 

矢印番

号 

ホストされているルール 発信元 パターンとロジック 宛先 

1 SIP レジストラ（この例では Cisco Unified Communications 

Manager を前提としています） 

Expressway がレジストラの場合、このエントリは適用さ

れません。  

その場合、Expressway-C（ローカル ゾーン）に登録さ

れているエンドポイントからのコール ルーティング

は次のエントリの送信元ゾーン「CUCM」によって対

処されます。  

ローカルに

登録されて

いるエンド

ポイント 

SIP ルート パターン 
*@stdsdomain1.com 

レ ジ ス ト ラ が 

Expressway ま た は 

VCS の場合、[正常に

一致する場合（On 

successful match）]を 

[停止（Stop） ]に設

定します。 

トランク/ネイ

バー ゾーンから  
Expressway-C 

2 Expressway-C 送信元ゾー

ン  

「CUCM」 

一致させるエイリア

ス パターン  
*@stdsdomain1\.com  

 

[正常に一致する場合

（On Successful 

Match）]：[停止

（Stop）] 

トラバーサル ク

ライアント ゾー

ン 

3 Expressway-E トラバーサ

ル

（Traversal）  

サーバ ゾー

ン 

一致させるエイリア

ス パターン  
.*@stdsdomain1\.com  

 

[正常に一致する場合

（On Successful 

Match）]：[停止

（Stop）] 

DNS ゾーン 

  

mailto:*@stdsdomain1/.com
mailto:.*@stdsdomain1/.com
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図 9 インバウンド コール シグナリング 

 

 

表 インバウンド コール フローのダイヤル プラン ルールの例 

矢印番

号 

ホストされて

いるルール 

遷移元 パターンとロジック 目的 

4 Expressway-E デフォルト 

ゾーン 

標準ベースの SIP バリアントとエイリ

アス パターン .*@ciscoexample\.com 

[正常に一致する場合（On Successful 

Match）]：[停止（Stop）] 

トラバーサル サーバ ゾーン 

5 Expressway- 
C 

トラバーサ

ル クライア

ント ゾーン 

標準ベースの SIP バリアントとエイリ

アス パターン。*@ciscoexample\.com 

[正常に一致する場合（On Successful 

Match）]：[停止（Stop）] 

ゾーンから標準ベースの SIP レジストラへ 

Expressway がレジストラの場合、このル

ールのターゲットをローカル ゾーンにす

る必要があります。 

  

コラボレーション ソリューション アナライザの使用 

コラボレーション ソリューション アナライザは、Cisco Technical Assistance Center（TAC）が導入の検証（およ

びログ ファイル解析）を支援するために作成したものです。ビジネス ツー ビジネス コール テスター コンポ

ーネントを使用して、コールを検証およびテストできます。  

注：コラボレーション ソリューション アナライザを使用するには、カスタマー アカウントまたはパートナー 

アカウントが必要です。詳しい使用方法は、Expressway リリース ノートに記載されています。  

コンフィギュレーションの概要  

注：モバイルおよびリモート アクセスとの同時使用 

Unified CM との B2B フェデレーションと同時にモバイルおよびリモート アクセス（MRA）を使用する場合、別のポー

トでリッスンするように SIP トランク プロファイルを設定する必要があります。Unified CM は MRA エンドポイントか

らの回線側通信を（TCP/TLS）5060/5061 でリッスンします。B2B トラフィックに使用するトランクは、別の TCP また

は TLS ポートでリッスンする必要があります。可能な場合は、TCP には 5560 を使用し、TLS には 5561 を使用すること

を推奨します。 
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必須の要素 

次の要素が必要です。 

■ Expressway-C と Expressway-E。この 2 つの間にトラバーサル ゾーンが設定されている必要
があります。このペアで MRA を使用する場合は、UC トラバーサル ゾーンを使用します。 

■ レジストラに対するネイバー ゾーン（すべてのエンドポイントが Expressway-C に登録する場合は必要ありません）。 

■ Cisco Meeting Server に対するネイバー ゾーン（展開で Meeting Server スペースを使用する場合）。 

この展開には Expressway-E TURN サーバは必要ありません。また、Meeting Server はオプションです。 

プロセスのまとめ 

1. Expressway-E：Expressway-E で DNS ゾーンを作成します（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] 
に移動し、タイプを [DNS] に設定してゾーンを作成）。 

2. （Expressway-C がレジストラの場合は不要）Expressway-C：Expressway-C からオンプレミス SIP レジスト
ラへのネイバー ゾーンを作成します（[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] 
に移動し、タイプを [ネイバー（Neighbor）] に設定してゾーンを作成）。 

3. （Expressway-C がレジストラの場合は不要）SIP レジストラ：オンプレミス SIP レジストラから 
Expressway-C へのトランク/ネイバー。  

レジストラが Unified CM の場合は、Expressway  設定 ガイド  ページの『Cisco Expressway SIP Trunk to Unified CM 
Deployment Guide』を参照してください。 

4. ドメイン ベースの検索ルールとダイヤル プランを作成します。  

ダイヤル プランの説明 

1. （Expressway-C がレジストラの場合は不要）CUCM/SIP レジストラ：フェデレーテッド ドメインを宛先とするコール
を Expressway-C にルーティングします。 

CUCM の例：*@stdsdomain1.com ドメインのルート パターンを作成します。 

2. Expressway-C：Expressway-C がレジストラの場合は、ローカル ゾーンからのコールをルーティングします。エンドポ
イントの中に Cisco Unified Communications Manager に登録されるものと Expressway-C に登録されるものが混在する
場合は、パターン.*@stdsdomain1\.com と一致する、任意のゾーンからのコールをルーティングします。ルーティン
グ先はトラバーサル クライアント ゾーンです。 

3. Expressway-E：パターン .*@stdsdomain1\.com と一致する、トラバーサル サーバ ゾーンからのコールをルーティング
します。ルーティング先は DNS ゾーンです。 

4. Expressway-E：パターン .*@example\.com と一致する、デフォルト ゾーンからのコールをルーティングします。ルー
ティング先はトラバーサル サーバ ゾーンです。 

5. Expressway-C：パターン .*@example\.com と一致する、トラバーサル クライアント ゾーンからのコールをルーティン
グします。ルーティング先はレジストラ ネイバー ゾーンです。 

外部 DNS レコード 
外部 DNS には、展開に必要なレコードを設定する必要があります。次の表に、適用される可能性のあるレコードの例を記
載します。 

表 6 DNS 設定の概要 

目的 レコー
ド タイ
プ 

エントリの例 ポー
ト 

解決後のターゲット 

Expressway-E クラスタ FQDN をピアの IP アド
レスに解決 

A/AAAA expe.example.com   Expressway-E クラスタのいずれ
かのピアのパブリック IP アドレ
ス。 

Expressway-E クラスタ内の
ピアごとに 1 つのレコード
（最大 6 つのレコード）を
作成します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html%20%5b英語%5d
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表 6 DNS 設定の概要 (続き) 

目的 レコード 

タイプ 

エントリの例 ポー

ト 

解決後のターゲット 

サード パーティの標準ベースのインフラスト

ラクチャ ドメインへのコールの宛先を検出 

（制御の範囲外ですが、フェデレーションを

成功させるには存在する必要があります） 

SRV _sip._tcp.ciscob2bexample.

com. または _sips._tcp. 
ciscob2bexample.com. 

5060  

また

は  

5061 

標準ベースのエッジ サーバ/ク

ラスタのパブリック アドレス 

標準ベースのビジネス ツー ビジネス フ

ェデレーションからの SIP TCP コールのユ

ーザ宛先を検出 

SRV 

_sip._tcp.example.com. 

5060 Expressway-E クラスタの 

FQDN。例：expe.example.com 

標準ベースのビジネス ツー ビジネス フ

ェデレーションからの SIP TLS コールのユ

ーザ宛先を検出 

SRV 

_sips._tcp.example.com. 

5061 Expressway-E クラスタの 

FQDN。例：expe.example.com 

内部 DNS レコード 
DNS を分割して内部で異なる結果を得られる場合は、次の目的に応じた異なるレコードを作成することを推奨します。こ

れらのレコードは、Expressway-C で解決可能である必要があります。 

表 7 DNS 設定の概要 

目的 レコー

ド タイ

プ 

エントリの例 ポー

ト 

解決後のターゲット  

Expressway-C による  

IM and Presence サービス クラスタのフェデレーシ

ョン ルーティング IM/P FQDN の解決 

A 
IMP1- 

public.ciscoexample.com 

  IM and Presence  

サービス パブリッシ

ャ 

タスク 22：ISDN ゲートウェイへのアクセスの制限（オプション） 
あらゆる ISDN ゲートウェイ リソースへの不正アクセスを制限すること（不正通話防止とも呼ばれます）を推奨します。

ここでは、その方法をいくつか説明します。  

以下の例では、Expressway-C に登録される ISDN ゲートウェイにはプレフィックス 9 が付けられています。または、9 で始

まるコールをルーティングするネイバー ゾーンが指定されています。  

Expressway-E 
2 つの検索ルールが Expressway-E 上に作成されます。 

■ どちらのルールも、ISDN ゲートウェイで転送されたコールと一致するパターン文字列を持ちます。（この例では、

コールには 9 のプレフィックスが付けられています。） 

■ 最初のルールでは、[送信元（Source）] を [すべてのゾーン（All zones）] に設定しています。これにより、登録済み

のエンドポイントおよびネイバー ゾーンからのコールにトラバーサル ゾーンの通過を許可します。 

■ 2 番目のルールも最初のルールと同様ですが、[送信元（Source）] を [すべて（All）] に設定しています。したがっ

て、(最初のルールからは除外される）未登録のエンドポイントも含まれます。[文字列の置換（Replace string）] を

「do-notroute-this-call」と定義することで、これらのエンドポイントからのコールを拒否できます。 

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

（Stop）] に設定）。  

検索ルールを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。 

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

  Expressway-E 

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

説明（Description） Allow ISDN calls for registered devices and neighbors と入力します。 

プライオリティ（Priority） 40 と入力します。 

（これらのルールは検索ルール設定の最高プライオリティである必要がありま

す） 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source） 全ゾーン（All zones） 

要求に認証が必要（Request 

must be authenticated） 

いいえ（No） 

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

パターン タイプ（Pattern 

type） 

正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern 

string） 

(9\d+)(@example.com) と入力します。 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 

string） 

\1 と入力します。 

正常に一致する場合（On 

successful match） 

停止（Stop） 

ターゲット（Target） TraversalZone 

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

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

  Expressway-E 

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

説明（Description） Blocks everything (including nonregistered endpoints) と入力します。 

プライオリティ

（Priority） 

41 と入力します。 

プロトコル（Protocol） 任意（Any） 

ソース（Source） 任意（Any） 

要求に認証が必要

（Request must be 

authenticated） 

いいえ（No） 

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

パターン タイプ

（Pattern type） 

正規表現（Regex） 

パターン文字列

（Pattern string） 

(9\d+)(.*)(@example.com) と入力します。 

パターン動作（Pattern 

behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 

string） 

たとえば do-not-route-this-call と入力します。 

正常に一致する場合

（On successful match） 

停止（Stop） 

ターゲット（Target） TraversalZone 

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

 

Expressway-C 

この例で説明するのは、ゲートウェイからのコールが、ゲートウェイ外へのコール バックをルーティングできないように 

Expressway-C を設定する方法です。  

この方法では、いくつかの特別に構成された CPL を Expressway-C にロードし、その [コール ポリシー モード（Call policy 

mode）] でローカル CPL を使用するように設定します。 

CPL ファイルの作成 

CPL ファイルはテキスト エディタで作成できます。 

次に、CPL の 2 組の例を示します。例について説明しておきます。  

■ 「GatewayZone」は、ISDN ゲートウェイへのネイバー ゾーンです。 

■ 「GatewaySubZone」は ISDN ゲートウェイへのサブゾーンです（ゲートウェイがプレフィックス 9 を 

Expressway に登録している場合に必要）。 

■ コールが ISDN ゲートウェイに入って FindMe に到達しても、ゲートウェイを使用するデバイスでは着信音が鳴りま

せん。したがって、たとえば携帯電話に転送されるコールは許可されません。  

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

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl"  
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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> 
<!--ゲートウェイアがコールをヘアピニングしていないことをチェック - ネイバー ゾーン --> 
<taa:rule originating-zone="GatewayZone" destination="9.*"> 

<!-- ゲートウェイから着信するコールは、このゲートウェイからコールバックを送信しない可能性がある --> 
<!-- ステータス コード 403（禁止）でコールを拒否 --> 
<reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 

</taa:rule> 

<!-- ゲートウェイがコースをヘアピニングしていないことをチェック - 登録済みゲートウェイのサブゾーン --> 
<taa:rule originating-zone="GatewayZone" destination="9.*"> 

<!-- ゲートウェイから着信するコールは、このゲートウェイからコールバックを送信しない可能性がある --> 
<!-- ステータス コード 403（禁止）でコールを拒否 --> 
<reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 

</taa:rule> 
<taa:rule origin=".*" destination=".*"> 

<!-- 他のすべてのコールは許可される --> 
<proxy/> 

</taa:rule> 
</taa:rule-switch> 

</taa:routed> 
</cpl> 

 

この CPL の例では、発呼側が認証されているかどうかも確認しています。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl" xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl 
cpl.xsd"> 
<taa:routed> 

<taa:rule-switch> 
<!-- 発信側が認証済であることをチェック --> 
<taa:rule authenticated-origin="" destination="9.*"> 

<!-- ステータス コード 403（禁止）でコールを拒否 --> 
<reject status="403" reason="ISDN call denied as unauthenticated caller"/> 

</taa:rule> 
<!-- ゲートウェイアがコールをヘアピニングしていないことをチェック - ネイバー ゾーン --> 
<taa:rule originating-zone="GatewayZone" destination="9.*"> 

<!-- ゲートウェイから着信するコールは、コールをヘアピニングして返さない可能性がある --> 

<!-- ステータス コード 403（禁止）でコールを拒否 --> 
<reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 

</taa:rule> 
<!-- ゲートウェイがコースをヘアピニングしていないことをチェック - 登録済みゲートウェイのサブゾーン --> 
<taa:rule originating-zone="GatewaySubZone" destination="9.*"> 

<!-- ゲートウェイから着信するコールは、コールをヘアピニングして返さない可能性がある --> 
<!-- ステータス コード 403（禁止）でコールを拒否 --> 
<reject status="403" reason="ISDN hairpin call denied"/> 

</taa:rule> 
<taa:rule origin=".*" destination=".*"> 

<!-- 他のすべてのコールは許可される --> 
<proxy/> 

</taa:rule> 
</taa:rule-switch> 

< /taa:routed> 
< /cpl> 

Expressway-C への CPL のロード 

CPL を使用するように Expressway-C を設定するには、次の手順を実行します。 
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1. [設定（Configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > [設定（Configuration）] に移動します。 

2. [参照...（Browse...）] をクリックして. ファイル システムから、前の手順で作成した CPL ファイルを選択します。 

3. [ファイルのアップロード（Upload file）] をクリックします。 

— ファイルが正常にアップロードされると、「File upload successful" message」というメッセージが表示されます。 

— 「XML invalid」メッセージが表示された場合は、CPL ファイルの問題を修正して、再度アップロードします。 

4. ローカル CPL の [コール ポリシー モード（Call policy mode）] を選択します。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 
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付録 1：設定の詳細 
この付録では、Expressway-C および Expressway-E に必要な設定の概要を示します。次の 3 つのセクションがあります。 

■ Expressway-C のみの設定 

■ Expressway-E のみの設定 

■ Expressway-C と Expressway-E 両方の設定 

Expressway-C 設定の詳細 

設定項目  値  Expressway ページ  

システム設定    

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

LAN1 IPv4 アドレス（LAN1 IPv4 
address）  

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

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

LAN1 サブネット マスク（LAN1 
subnet mask）  

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

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

10.0.0.11  [システム（System）] > [DNS]  

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

10.0.0.12  [システム（System）] > [DNS]  

DNS ドメイン名（DNS domain name）  internal-domain.net  [システム（System）] > [DNS]  

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

expc [システム（System）] > [DNS]  

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

タイム ゾーン（Time zone）  GMT  [システム（System）] > [時間（Time）]  

プロトコル設定（Protocol 
configuration）  

  

SIP ドメイン名（SIP domain name）  example.com  [設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）]  

トラバーサル ゾーン（Traversal 
zone）  

  

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

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

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

プロトコル SIP ポート（Protocol SIP 
port）  

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

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

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

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

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

認証ユーザ名（Authentication 
username）  

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

認証パスワード（Authentication 
password）  

ex4mpl3.c0m  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイ
ス（Devices）] > [ローカル データベース（Local database）]  

トラバーサル検索ルール（Traversal search rule）   

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

説明（Description）  検索トラバーサル ゾ
ーン（Expressway-C）  

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



Cisco Expressway-E および Expressway-C - 基本設定導入ガイド 

付録 1： 設定の詳細 

59 

 

設定項目  値  Expressway ページ  

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

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

モード（Mode）  任意のエイリアス
（Any alias）  

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

正常に一致する場合（On successful 
match）  

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

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

直接 IP 検索ルール    

ルール名（Rule name）  External IP address 
search rule  

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

説明（Description）  Route external IP 
address  

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

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

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

モード（Mode）  任意の IP アドレス  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial 
plan）] > [検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On successful 
match）  

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

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

IP コール ルーティング        

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

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

Expressway-E 設定の詳細 

設定項目  値  Expressway ページ  

システム設定    

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

LAN1 IPv4 アドレス（LAN1 IPv4 address）  192.0.2.2  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェ

イス（Network interfaces）] > [IP]  

IPv4 ゲートウェイ（IPv4 gateway）  192.0.2.1  [システム（System）] > [ネットワーク インターフェ

イス（Network interfaces）] > [IP]  

LAN1 サブネット マスク（LAN1 subnet 

mask）  

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

イス（Network interfaces）] > [IP]  

DNS サーバ アドレス 1（DNS server address 1）  194.72.6.57  [システム（System）] > [DNS]  

DNS サーバ アドレス 2（DNS server address 2）  194.73.82.242  [システム（System）] > [DNS]  

DNS ドメイン名（DNS domain name）  example.com  [システム（System）] > [DNS]  

DNS システム ホスト名（DNS System host 

name）  

expe [システム（System）] > [DNS]  

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

タイム ゾーン（Time zone）  GMT  [システム（System）] > [時間（Time）]  

プロトコル設定（Protocol configuration）    

SIP ドメイン名（SIP domain name）  example.com  [設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）]  

トラバーサル ゾーン（Traversal zone）    
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設定項目  値  Expressway ページ  

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

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

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

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

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

プロトコル SIP ポート（Protocol SIP port）  7001  [設定（configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] 

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

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

名前（Name）  exampleauth  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス
（Devices）] > [ローカル データベース（Local database）]  

パスワード（Password）  ex4mpl3.c0m  [設定（configuration）] > [認証（Authentication）] > [デバイス
（Devices）] > [ローカル データベース（Local database）]  

Traversal zone search rule    

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

説明（Description）  検索トラバーサル ゾー
ン（Expressway-E）  

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

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

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

モード（Mode）  任意のエイリアス（Any 
alias）  

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

正常に一致する場合（On successful 
match）  

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

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

DNS ゾーン    

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

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

DNS zone search rule    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

正常に一致する場合（On successful 
match）  

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

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

IP コール ルーティング    

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

Direct  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [設定
（Configuration）]  
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Expressway-C および Expressway-E 設定の詳細 

設定項目  値  Expressway ページ  

トランスフォーメーション    

パターン文字列（Pattern string）  ([^@]*)  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[トランスフォーメーション（Transforms）]  

パターン タイプ（Pattern type）  正規表現（Regex）  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[トランスフォーメーション（Transforms）]  

パターン動作（Pattern 
behavior）  

置換（Replace）  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[トランスフォーメーション（Transforms）]  

文字列の置換（Replace string）  \1@example.com  [設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[トランスフォーメーション（Transforms）]  

ローカル検索ルール 1    

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

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

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

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

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

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

７パターン文字列（Pattern 
string）  

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

パターン動作（Pattern 
behavior）  

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

文字列の置換（Replace string）  \1  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[検索ルール（Search rules）] 

正常に一致する場合（On 
successful match）  

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

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

ローカル検索ルール 2    

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

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

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

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

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

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

パターン文字列（Pattern string）  (.+)@example\.com.*  [設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > 
[検索ルール（Search rules）] 

パターン動作（Pattern 
behavior）  

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

正常に一致する場合（On 
successful match）  

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

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

ホスト サーバでの DNS 設定 
外部からルーティング可能なドメイン（example.com）をホストする外部 DNS には、次のレコードが必要です。これによ

り、次が可能になります。 

■ 外部エンドポイント登録メッセージを Expressway-E にルーティングする。 

■ 未登録のエンドポイント（または他のインフラストラクチャ デバイス）からのコールを Expressway-E にルーティングする。 

ホスト DNS A レコード 

ホスト ホスト IP アドレス（Host IP address） 

expe.example.com 192.0.2.2 

DNS SRV レコード 

名前 サービス プロトコル プライオリティ ウェイト ポート ターゲット ホスト 

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

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

example.com. h323rs udp 10 10 1719 expe.example.com. 

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

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

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

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

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

** 大規模な Expressway 展開では、3478 ～ 3483 の範囲で複数のレコードを設定する必要があります。 

たとえば、DNS レコードは次のとおりです。 

_h323cs._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 1720 expe.example.com. 
_h323ls._udp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 1719 expe.example.com. 
_h323rs._udp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 1719 expe.example.com. 
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 5060 expe.example.com. 
_sip._udp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 5060 expe.example.com. 
_sips._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 5061 expe.example.com. 
_turn._udp.example.com. 86400 IN SRV 10 10 3478 expe.example.com.  
expe.example.com. 86400 IN A 192.0.2.2 

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

トアップする必要があります。詳しくは、『Expressway  Cluster   Creation   and Maintenance  Deployment  Guide』を参照

してください。 

DNS 設定（内部 DNS サーバ） 
内部メッセージを Expressway-C に対してルーティングするには、内部からルーティング可能なドメイン internal-

domain.net をホスティングするローカル DNS で、次のレコードを設定する必要があります。 
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ローカル DNS A レコード 

ホスト ホスト IP アドレス 

expc.internal-domain.net 10.0.0.2 

ローカル DNS SRV レコード 

名前 サービス プロトコ

ル 

プライオ

リティ 

ウェイト ポー

ト 

ターゲット ホスト 

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

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

internal-domain.net. h323rs udp 10 10 1719 expc.internal-domain.net. 

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

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

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

* SIP UDP は Expressway 上ではデフォルトで無効にな

っています。  

たとえば、DNS レコードは次のとおりです。 

_h323cs._tcp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 1720 expc.internal-domain.net. 
_h323ls._udp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 1719 expc.internal-domain.net. 
_h323rs._udp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 1719 expc.internal-domain.net. 
_sip._tcp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 
_sip._udp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 5060 expc.internal-domain.net. 

_sips._tcp.internal-domain.net. 86400 IN SRV 10 10 5061 expc.internal-domain.net. 

expc.internal-domain.net. 86400 IN A 10.0.0.2 

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

トアップする必要があります。  

詳細については、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。 
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付録 3：ファイアウォールおよび NAT の設定 
ポートの参照情報は別のドキュメントに記載されるようになりました。  

Cisco Expressway  シリーズ 設定 ガイド のページに用意されている、ご使用のバージョンに対応する『Cisco Expressway 

IP Port Usage Configuration Guide』を参照してください。 

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

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

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

は、Expressway-C のメッセージに応じてメッセージを送信します）。コール処理のために DMZ から内部へポートを開い

ておく必要はありません。 

ただし、Expressway-E が Syslog サーバなどのローカル サービスと通信する必要がある場合、次のようなファイアウォー

ルの設定が必要となります。 

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

ングする必要があります。 

外部ファイアウォールの設定の要件 
NAT ファイアウォール上で、SIP または H.323「フィックスアップ」ALG または認識機能が無効であることを確認します。有効な

場合、これが Expressway 機能に悪影響を生じさせます。 

DMZ からより広いインターネットへの通信を制限する場合は、『Cisco Expressway IP Port Usage Guide』に記載されている接続マ

ップとポート参照の表を参照して、正当なトラフィックが許可されるようにしてください。 
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付録 4：高度なネットワークの導入 

計画と前提条件 
高度なネットワーク オプション キー 

スタティック NAT または 2 つの LAN インターフェイスを必要とするすべての Expressway-E には、高度なネットワーク オ

プション キーが必要です。このオプションは、（Expressway-C ではなく）Expressway-E で利用できます。 

LAN2 外部インターフェイスの使用 

デュアル NIC 展開（推奨）では、IP 設定ページで [外部 LAN インターフェイス（External LAN interface）] を [LAN2] に設定

します。 

注：この設定により、Expressway-E TURN サーバが TURN リレーを割り当てる場所が決まります。  

SIP および H.323 アプリケーション レイヤ ゲートウェイ（ALG） 

Expressway-E との間でネットワーク トラフィックを送受信するルータおよびファイアウォールで、SIP および H.323 ALG

（SIP/H.323 アウェアネス）を無効にします。  

NAT の背後に Expressway-E を展開する場合、この機能はファイアウォールでサポートされません。Expressway は独自のイ

ンターフェイスでスタティック ネットワーク アドレス変換を行う必要があります（SIP/H.323 ALG 機能を持つルータ/ファ

イアウォールの概要（68 ぺージ）を参照）。 

サブネットのオーバーラップ制限 

Expressway-E の導入では、両方の LAN インターフェイスを設定することが推奨されます。トラフィックが正しいインター

フェイスから送信されるためには、オーバーラップしていないサブネットに LAN1 インターフェイスと LAN2 インターフ

ェイスを配置することが必須です。 

クラスタ化されたシステムの要件 

クラスタ化されたシステムには、次の追加要件が適用されます。  

■ ピアで高度なネットワークが有効にされている場合、各ピアの LAN1 インターフェイス アドレスを使用してクラス

タを作成する必要があります。  

■ クラスタ化に使用する LAN インターフェイスでは、スタティック NAT モードが無効になっている必要があります。

スタティック NAT が必要な場合は、LAN2 インターフェイスで有効にします。 

推奨：デュアル NIC スタティック NAT の導入 
次の例で、推奨される展開について説明します。この例には、内部と外部のファイアウォールが相互に直接ルーティング

できず、隔離されたサブネット間のトラフィックを検証および転送するために Expressway-E などのデュアル NIC デバイス

を必要とする一般的な DMZ 設定が示されています。 

Expressway-E では、両方の NIC が有効化されており、外部に面している LAN インターフェイスでスタティック NAT が有効

化されています。ネットワーク内の Expressway-C は、DMZ 内の Expressway-E のトラバーサル クライアントです。 

図 10 デュアル ネットワーク インターフェイスによる展開 
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この配置の構成は次のとおりです。 

■ DMZ サブネット 1：10.0.10.0/24。次が含まれます。 

— ファイアウォール A の内部インターフェイス：10.0.10.1  

— Expressway-E の LAN2 インターフェイス：10.0.10.2 

■ DMZ サブネット 2：10.0.20.0/24。次が含まれます。 

— ファイアウォール B の外部インターフェイス：10.0.20.1  

— Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.20.2 

■ LAN サブネット：10.0.30.0/24。次が含まれます。 

— ファイアウォール B の内部インターフェイス：10.0.30.1 

— Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 

— Cisco TMS サーバのネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

■ ファイアウォール A は、外部に面したファイアウォールです。64.100.0.10 の NAT IP（パブリック IP）が設定され、この 

IP は 10.0.10.2（VCS Expressway の LAN2 インターフェイス アドレス）にスタティックに NAT されます。 

■ ファイアウォール B は内部に面したファイアウォールです。 

■ Expressway-E LAN1 ではスタティック NAT モードが無効になっています。 

■ Expressway-E LAN2 ではスタティック NAT モードが有効になっており、スタティック NAT アドレス 64.100.0.10 が設定さ

れています。 

■ Expressway-C には、10.0.20.2（Expressway-E の LAN1）を指すトラバーサル クライアント ゾーンが設定されています。 

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

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

がこれらのサブネットをブリッジし、SIP/H.323 シグナリングと RTP/RTCP メディアのプロキシとして動作します。 

内部ネットワークへのスタティック ルート 

図 10：デュアル ネットワーク インターフェイス導入（65 ページ）のような導入では、通常、外部ファイアウォールのプライ

ベート アドレス（この図では 10.0.10.1）を Expressway-E のデフォルト ゲートウェイとして設定します。この場合、特定のルー

トを持たないトラフィックは、いずれかの Expressway-E インターフェイスから 10.0.10.1 に送信されます。 

■ 内部ファイアウォール（B）で NAT を実行して内部ネットワーク（図のサブネット 10.0.30.0）から Expressway-E の LAN1 

へのトラフィック（Expressway-C からのトラバーサル クライアント トラフィックなど）を処理している場合は、このト

ラフィックが LAN1 に到達する時点で、Expressway-E はこれが同じサブネット（図の 10.0.20.0）からのトラフィックであ

ると認識します。したがって、Expressway-E は LAN1 インターフェイスを介してこのトラフィックに応答できます。  

MRA 制限：Expressway-E のセキュリティ メカニズムにより、このシナリオではモバイルおよびリモート アクセス

（MRA）との互換性がありません。Expressway-C からのパケットに送信元 NAT が設定されている場合、エッジ ログイ

ン要求は失敗します（宛先 NAT は影響を受けません）。 

■ 内部ファイアウォール（B）で NAT を実行して内部ネットワーク（図のサブネット 10.0.30.0）から Expressway-E の LAN1 

へのトラフィック（Expressway-C からのトラバーサル クライアント トラフィックなど）を処理している場合、このト

ラフィックはまだ発信 IP アドレス（たとえば、図の Expressway-C からのトラフィックに対する 10.0.30.2）を保持してい

ます。Expressway-E の LAN1 からこのソースへのスタティック ルートを作成する必要があります。そうでなければ、リ

ターン トラフィックはデフォルト ゲートウェイ（10.0.10.1）に送られます。このスタティック ルートの作成は、Web 

UI（[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）]）で行うことも、CLI で xCommand RouteAdd を使用して行うこともできます。  

NTP、DNS、LDAP/AD、syslog サーバなどのネットワーク サービスに接続するためなどの目的で Expressway-E が内部フ

ァイアウォールの背後にある他のデバイスと通信する必要がある場合は、Expressway-E の LAN1 からこれらのデバイ

ス/サブネットへのスタティック ルートも追加する必要があります。 

この例では、10.0.20.1 ファイアウォール（ルータ）の背後にある 10.0.30.0/24 サブネットに（LAN1 インターフェイス経由で）到

達可能であることを Expressway-E に知らせます。それには、次の xCommand RouteAdd 構文を使用します（ゲートウェイ アドレス 

10.0.20.1 には LAN1 からしか到達できないため、Interface パラメータを Auto に設定することもできます）。  

xCommand RouteAdd Address: 10.0.30.0 PrefixLength: 24 Gateway: 10.0.20.1 Interface: LAN1 
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図 11 Web UI でのスタティック ルートの作成  

 

xCommand RouteAdd コマンドとこれに相当する Web UI については、Expressway のヘルプと『Expressway 

Administrator Guide』で詳しく説明しています。 

背景説明 

SIP および H.323 アプリケーションの NAT の課題 

企業間のコミュニケーションのため、あるいは在宅ワーカーや出張中のワーカーをサポートするために Expressway-E 

を配置する場合は、パブリックでルーティング可能な  IP アドレスを  Expressway-E に設定するのではなく、

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

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

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

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

通常、NAT ルータ/ファイアウォールでは、ヘッダーの IP アドレスとポート番号が変換されますが、SIP および H.323 メ

ッセージのペイロード内にある IP アドレス参照とポート参照は変換されません。そのため、NAT を使用すると、一般に 

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

Expressway-E によるこの課題の解決方法 

Expressway-E が NAT の背後に配置されるシナリオでもコール シグナリングとメディア接続を確実に機能させるには、

Expressway-E で、SIP および H.323 メッセージ内で Expressway-E の実際の LAN2 ネットワーク インターフェイスの IP アドレ

スを参照している部分を変更し、それらを NAT ルータのパブリック NAT アドレスに置き換える必要があります。 

それには、Expressway-E 上の選択したネットワーク インターフェイスでスタティック NAT モードを有効にします。

Expressway-E 上のスタティック NAT モード機能は、高度なネットワー ク オプション キーによって使用可能になります。 

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

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

ェイスを使用する必要はありませんが、使用することをお勧めします。1 つのインターフェイスを使用することを選択

し、このインターフェイスでスタティック NAT を有効にする場合は、「このタイプの導入を使用しないことをお勧めす

る理由」（49 ページ）を参照してください。 

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

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

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

スと通信する必要があります。 
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高度なネットワーク キーが Expressway-E にインストールされている場合、[IP] 設定ページ（[システム（System）] > [IP]）に

オプションが追加され、ユーザは、[デュアル ネットワーク インターフェイスの使用（Use dual network interfaces）] にする

かどうか、どちらのインターフェイスを [外部 LAN インターフェイス（External LAN interface）] に指定するか、選択したイ

ンターフェイス上で [スタティック NAT モード（Static NAT mode）] を有効にし、各インターフェイスの [IPv4 スタティック 

NAT アドレス（IPv4 static NAT address）] を設定するかどうかを決定することができます。 

インターフェイス上で [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）] を有効にした場合、Expressway-E は、このイ

ンターフェイスから送出される H.323 および SIP メッセージのペイロードを変更して、LAN2 インターフェイスのアドレスへ

の参照をこのインターフェイスに設定された IPv4 スタティック NAT アドレスに置き換えます。したがって、このインター

フェイスから送出された SIP および H.323 メッセージのペイロードでは、LAN2 インターフェイスはパブリック IP アドレスを

持つかのように見えます。 

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

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

SIP/H.323 ALG 機能を持つルータ/ファイアウォールの概要 

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

プ、インスペクション、アプリケーション アウェアネス、ステートフル パケット インスペクション、ディープ パケット 

インスペクションなどとも呼ばれています。これは、ルータ/ファイアウォールが、SIP および H.323 のトラフィックをそれ

らの通過時に識別し、SIP および H.323 のメッセージのペイロードを検査（および場合によってはそれらを変更）できるこ

とを意味します。ペイロードの変更は、メッセージを発信した H.323 または SIP アプリケーションが NAT を通過できるよう

にすることを目的としています（つまり、Expressway-E と同様の処理を実行します）。ルータ/ファイアウォールベースの 

SIP および H.323 ALG を使用する場合は問題があります。それらはもともと、比較的簡単な H.323 および SIP アプリケーショ

ンが NAT を通過できるようにすることを目的としていました。ほとんどの場合、対象となるアプリケーションはきわめて

基本的な機能のみを備え、通常はオーディオのみをサポートしていました。 

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

プリケーション共有（H.239、BFCP）、暗号化/セキュリティ機能（H.235、DES/AES）、ファイアウォール トラバーサル

（Assent、H.460）、および SIP/H.323 標準のその他の拡張がサポートされるようになっています。 

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

のペイロードの内容をルータ/ファイアウォールが完全に理解し、正しく解釈することが最も重要になっています。H.323 と 

SIP は継続的に開発が行われている標準/勧告であるため、ルータ/ファイアウォールがこれらの要件に適合する可能性は低

くなっています。したがって、そのようなルータ/ファイアウォールと組み合わせて H.323 および SIP アプリケーションを使

用すると、予期せぬ動作が起こります。 

また、ルータ/ファイアウォールが通常の状態でトラフィックをまったく検査できない状況もあります（たとえば、TLS 上で 

SIP を使用した場合など。この場合、ルータ/ファイアウォールを通過する通信はエンドツーエンドで保護および暗号化され

ています）。 

この付録の「前提条件」のセクションに従い、Expressway-E のネットワーク トラフィックを伝送するルータ/ファイアウォ

ール上で SIP と H.323 の ALG を無効にしてください。有効になっていると、Expressway-E 自体に組み込まれているファイア

ウォール/NAT トラバーサル機能に悪影響を及ぼす場合がよくあります。  

その他の配置の例 
注：以下の例に示すように Expressway-E を使用すると、ネットワーク帯域幅に重大な影響を及ぼし、セキュリティ ポリシ

ーに違反するおそれがあります。推奨：デュアル NIC スタティック NAT の導入（65 ページ）に従うことを強くお勧めしま

す。このタイプの導入を使用しないことをお勧めする理由（70 ページ）を参照してください。 

単一の Expressway-E LAN インターフェイスおよびスタティック NAT を使用した単一サブネットの 

DMZ 

この場合、FW A はトラフィックを FW B にルーティングできます（その逆も同じです）。Expressway-E では、FW B に外側

から内側へピンホールを開かなくても、ビデオ トラフィックが FW B を通過できます。また、Expressway-E は、パブリッ

ク側のファイアウォール トラバーサルも処理します。 
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図 12 単一サブネットの DMZ - 単一の LAN インターフェイスとスタティック NAT 

 

この展開は、次の要素で構成されています。 

■ 単一サブネットの DMZ（10.0.10.0/24）。次のインターフェイスがあります。 

— ファイアウォール A の内部インターフェイス：10.0.10.1  

— ファイアウォール B の外部インターフェイス：10.0.10.2  

— Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.10.3 

■ LAN サブネット（10.0.30.0/24）。次のインターフェイスがあります。 

— ファイアウォール B の内部インターフェイス：10.0.30.1 

— Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 

— Cisco TMS サーバのネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

ファイアウォール A には 1 対 1 のスタティック NAT が設定されています。これにより、パブリック アドレス 64.100.0.10 

は Expressway-E の LAN1 アドレスに NAT されます。Expressway-E の LAN1 では、スタティック NAT モードが有効にされ

て、スタティック NAT アドレス 64.100.0.10 が設定されています。 

_______________________________________________________________________________ 

（注）   

ネットワークの外側から見えるとおりに、Expressway-E の FQDN を、Expressway-C のセキュア トラバーサル ゾーン上のピ

ア アドレスとして入力する必要があります。スタティック NAT モードでは、着信シグナリングとメディア トラフィック

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

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

とも意味します。これは、NAT リフレクションと呼ばれ、すべてのタイプのファイアウォールでサポートされているわ

けではありません。  

__________________________________________________________________ 

したがって、この例では、ファイアウォール A は Expressway-E の外部アドレス 64.100.0.10 宛ての Expressway-C から発信

されるトラフィックの NAT リフレクションを許可する必要があります。また、Expressway-C 上のトラバーサル ゾーンに

はピア アドレスとして 64.100.0.10 を設定する必要があります。 

Expressway-E のデフォルト ゲートウェイは、10.0.10.1 に設定される必要があります。このシナリオでスタティック ルー

トが必要かどうかは、FW A および FW B の機能と設定によって決まります。Expressway-C から Expressway-E への通信の宛

先は、Expressway-E のアドレス 64.100.0.10 になります。Expressway-E から Expressway-C へのリターン トラフィックはデ

フォルト ゲートウェイ経由にしなければならないこともあります。応答トラフィックが Expressway-E から直接 FW B を経

由して 10.0.30.0/24 サブネットに到達するようにスタティック ルートを Expressway-E に追加すると、ルーティングが非対

称になります。ファイアウォールの機能によっては、非対称ルーティングは有効でない場合があります。 

Expressway-E は、その内部 IP アドレス（10.0.10.3）を使用して Cisco TMS に追加できます。これは、Expressway-E でのス

タティック NAT モードの設定は Cisco TMS の管理通信に影響しないためです。FW A で許可される場合は、代わりに、

Expressway-E の外部インターフェイス（図の 64.100.0.10）を TMS に追加できます。 
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単一の Expressway-E LAN インターフェイスを使用した 3 ポート ファイアウォール DMZ 

 

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

■ DMZ サブネット（10.0.10.0/24）、次のインターフェイスがあります。 

— ファイアウォール A の DMZ インターフェイス：10.0.10.1 

— Expressway-E の LAN1 インターフェイス：10.0.10.2 

■ LAN サブネット（10.0.30.0/24）。次のインターフェイスがあります。 

— ファイアウォール A の LAN インターフェイス：10.0.30.1 

— Expressway-C の LAN1 インターフェイス：10.0.30.2 

— Cisco TMS サーバのネットワーク インターフェイス：10.0.30.3 

ファイアウォール  A には 1 対 1 のスタティック  NAT が設定されています。これにより、パブリック  アドレス 

64.100.0.10 は Expressway-E の LAN1 アドレスに NAT されます。Expressway-E の LAN1 では、スタティック NAT モードが

有効にされて、スタティック NAT アドレス 64.100.0.10 が設定されています。 

Expressway-E のデフォルト ゲートウェイは、10.0.10.1 に設定される必要があります。このゲートウェイは 

Expressway-E から送信されるすべてのトラフィックに対して使用される必要があるので、このタイプの配置ではスタ

ティック ルートは必要ありません。 

______________________________________________________________________________ 

注：Expressway-C 上のトラバーサル クライアント ゾーンは、Expressway-E のスタティック NAT アドレス（この例で

は 64.100.0.10）と一致するピア アドレスで設定される必要があります。その理由は、単一の LAN インターフェイス

およびスタティック NAT を使用した単一サブネットの DMZ（68 ページ）で説明した理由と同じです。 

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

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

るわけではないことに注意する必要があります。 

______________________________________________________________________________ 

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

ドレス 10.0.10.2 で Cisco TMS に追加できます（FW A で許可されていれば IP アドレス 64.100.0.10 でも可能）。 

このタイプの導入を使用しないことをお勧めする理由 
Expressway-E で 1 枚の NIC だけを使用する一方で、パブリック アドレス用にスタティック NAT を必要とする展開では、

メディアが Expressway-E の Back to Back User Agent（B2BUA）を処理するたびに「ヘアピニング」、つまり外部ファイ

アウォールでのリフレクションを行う必要があります。 

ユニファイド コミュニケーションのトラバーサル サーバ ゾーンから着信するコール、または SIP の [メディア暗号

化モード（Media encryption mode）] が [自動（Auto）] に設定されていないゾーンから着信するコールについて

は、いずれもメディア パケットの復号または暗号化に Expressway-E の B2BUA が必要になります。  
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これらの展開では、B2BUA はプライベート IP アドレスではなく Expressway-E のパブリック IP アドレスを参照し

ます。したがって、メディア ストリームがプライベート IP アドレスに到達するにはネットワーク アドレス変

換機能を介する必要があります。 

■ 一部のファイアウォールはこのリフレクションを許可せず、これがセキュリティ リスクになるとみなす人もいます。 

■ B2BUA が関与する各コールは、推奨されるデュアル NIC 導入を使用する場合と比べて、3 倍の帯域幅を消費しま

す。これは、コールの品質を低下させる可能性があります。 

図 13 デュアル NIC スタティック NAT でのメディア パスの例（推奨） 
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図 14 シングル NIC スタティック NAT でのメディア パスの例 

 

図 15 3 ポート ファイアウォール スタティック NAT でのメディア パスの例 
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上記の 3 ポート ファイアウォール スタティック NAT の図には、Cisco ASA 8.4 以降のシリーズが LAN1 から 3 ポート ファ

イアウォールへのトラフィック フローを許可するように設定されている場合のトラフィック フローが示されています。  

他のベンダーのファイアウォールには、同様な設定オプションがない場合もあります。 
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