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概要

このドキュメントでは、Expressway 上の Cisco Meeting Server（CMS）WebRTC の設定および
トラブルシューティングの手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。 

Expressway X8.9.2 以降●



CMS サーバ 2.1.4 以降●

ネットワーク アドレス変換（NAT）●

Traversal Using Relays around NAT（TURN）●

Session Traversal Utilities for NAT（STUN）●

ドメイン ネーム システム（DNS）●

設定の要件

モバイルおよびリモート アクセス（MRA）関連の設定（UC トラバーサル ゾーン、SSH ト
ンネル）が Expressway ですでに有効になっていて設定されている必要があります。MRA の
ガイドについてはここをクリックしてください。

●

WebBridge（WB）、Extensible Messaging and Presence Protocol（XMPP）、および
CallBridge の設定および有効化（設定ガイドについてはここをクリック）

●

TURN オプション キーが Expressway-E にインストールされている●

[ファイアウォール（Firewall）] で TCP ポート 443 をパブリック インターネットからの入力
と Expressway-E のパブリック IP アドレスへの出力に開放

●

TCP および UDP ポート 3478（TURN 要求）をパブリック インターネットからの入力と
Expressway-E のパブリック IP アドレスへの出力に開放

●

TCP および UDP ポート 3478（TURN 要求）を CMS からの入力と Expressway-E のプライ
ベート IP アドレスへの出力に開放（Expressway-E でデュアル NIC を使用する場合）

●

WebBridge の FQDN の外部 DNS レコード（Expressway-E のパブリック側 IP アドレスに解
決可能）

●

CMS サーバの IP アドレスに解決可能な内部 DNS レコード WB FQDN●

Expressway-E のパブリック IP アドレスの外部ファイアウォールで許可されている NAT リ
フレクション。設定の例についてはここをクリックしてください。

●

注: Jabber Guest サービスに使用される Expressway のペアは、CMS WebRTC プロキシ サ
ービスには使用できません。

 使用するコンポーネント

このドキュメントは特定のソフトウェアおよびハードウェアのバージョンに限定されているわけ
ではありませんが、ソフトウェアの最小バージョンの要件を満たす必要があります。

CMS アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）●

Postman（API クライアント）●

Expressway●

CMS サーバ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

WebRTC プロキシのサポートがバージョン X8.9.2 から Expressway に追加され、オフプレミス
ユーザが Cisco Meeting Server Web Bridge を参照できるようになりました。

外部クライアントおよびゲストで、サポート対象ブラウザ以外のソフトウェアを必要とせずに、

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-2/Cisco-Meeting-Server-2-2-Single-Combined-Server-Deployment.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/ios-network-address-translation-nat/212392-configure-nat-reflection-on-the-asa-for.html


スペースの管理やスペースへの参加ができます。 サポート対象のブラウザの一覧についてはここ
をクリックしてください。

設定

ネットワーク図

この図は、CMS WebRTC 用の Web プロキシの接続フローの例を示しています。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html


注: Expressway-E のパブリック IP アドレスに対して NAT リフレクションを許可するよう
に外部ファイアウォールを設定する必要があります（ファイアウォールは通常、送信元と宛
先の IP アドレスが同じパケットを信用しません）。



設定手順

ステップ 1： CMS WB を Expressway-C に統合する

a. Configuration > Unified Communication > Cisco Meeting Server に進む

b. [Meeting Server Web プロキシ（Meeting Server Web Proxy）] を有効にします。

c. [ゲスト アカウント クライアント URI（Guest account client URI）] フィールドに WB の
FQDN を入力します。

d.[保存（Save）] をクリックします。

e. WB の FQDN を Expressway-E 証明書にサブジェクト代替名（SAN）として追加します。
Expressway 証明書ガイドについてはここをクリックしてください。

注: [ゲスト アカウント クライアント URI（Guest account client URI）] は https:// プレフィ
ックスを付けずに、CMS サーバの WebAdmin（Web GUI インターフェイス）で設定されて
いるとおりにする必要があります。

ステップ 2： Expressway-E で TURN を有効にし、認証クレデンシャルをローカル認証データベ
ースに追加する

a. [Configuration]  > [Traversal] > [TURN] の順に開きます。

b. TURN サービスを [オフ（off）] から [オン（on）] にして有効にします。

c. [ローカル データベースで TURN クライアント クレデンシャルを設定する（Configure TURN
client credentials on local database）] をクリックし、クレデンシャル（ユーザ名とパスワード
）を追加します。

 注: Expressway-E のクラスタがあり、すべてが TURN サーバとして使用されている場合は
、すべてのノードでそれを有効にしてください。 API 経由で 2 つの個別の turnServer イン
スタンスを設定し、それらがクラスタ内の各 Expressway-E サーバを指すようにする必要が
あります（ステップ 4 に示す設定プロセスに従います。このステップでは 1 つの
Expressway-E サーバのプロセスを示しています。 2 つ目の turnServer の設定も同様ですが
、他方の Expressway-E サーバに対してそれぞれの IP アドレスと turn クレデンシャルのみ

/content/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/X8-9/Cisco-VCS-Certificate-Creation-and-Use-Deployment-Guide-X8-9.pdf


を使用します）。

ステップ 3： Expressway-E の管理ポートを変更する（任意）

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

b. [Web サーバの設定（Web server configuration）] で、ドロップダウンのオプションから [Web
管理者ポート（Web administrator port）] を [445] に変更し、[保存（Save）] をクリックします。

c. WebRTC プロキシ サービスに使用するすべての Expressway-E で手順 3a ～ 3b を繰り返しま
す。

注: WebRTC クライアントは 443 を使用するため、管理ポートを変更することをお勧めし
ます。 WebRTC ブラウザがポート 80 にアクセスしようとすると、Expressway-E は接続を
443 にリダイレクトします。

ステップ 4： Expressway-E をメディア NAT トラバーサル用の TURN サーバとして CMS サーバ
に追加する

a. こちらから Postman をダウンロードしてインストールします。

b. 次のように、アドレス バーに API アクセス URL を入力します。
 https://<Callbridge_fqdn>:445/api/v1/<entity>

c. 本文に次のフィールドを追加した後、https://<Callbridge_fqdn>:445/api/v1/turnservers で
POST を送信します。

serverAddress: （Expressway のプライベート IP アドレス）●

clientAddress： （Expressway のパブリック IP アドレス）●

type： （expressway）●

username： （手順 2c で設定したとおりに）●

password： （手順 2c で設定したとおりに）●

tcpPortNumberOverride： 3478●

d. TURN に使用するすべての Expressway-E サーバで手順 4c を繰り返します。

以下の図は設定手順の例です。

 https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?hl=en
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/recorders


確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

ステップ 1： Expressway-C で WB が正しく統合されたことを確認する

a. [設定（Configuration）] > [ユニファイド コミュニケーション（Unified Communication）] >
[Cisco Meeting Server] に移動すると、WB の IP アドレスが表示されます。



b. [Configuration] > [Unified Communication] > [HTTP allow list] > [Automatically added rules] に移
動して、ルールに追加されていることを確認します。

Meeting Server web bridges https 443 Prefix / GET, POST, PUT, HEAD, DELETE

Meeting Server web bridges wss 443 Prefix / GET, POST, PUT, HEAD, DELETE

注: ルールは単に WB への HTTPS トラフィックのプロキシを許可するためのもので、必ず
しもユニファイド コミュニケーション向けではないため、検出されたノードに WB がある
ことは期待されていません。

c. WB FQDN のセキュア シェル（SSH）トンネルが、Expressway-C ～ Expressway-E 上に構築
されており、アクティブであることを確認します。 [ステータス（Status）] > [ユニファイド コミ
ュニケーション（Unified Communications）] > [ユニファイド コミュニケーション SSH トンネル
ステータス（Unified Communications SSH tunnels status）] に移動すると、WB の FQDN が表示
され、ターゲットが Expressway-E になっています。

ステップ 2： TURN サーバが CMS サーバに追加されていることを確認する

a. WebUI で 1 つの Expressway サーバを使用している場合は、[ログ（Logs）] > [イベント ログ
（Event logs）] に移動すると、次の例のように出力に TURN サーバの IP アドレスが表示されま
す。

2017-04-1509:37:26.864InfoTURN server 7: starting up "10.48.36.248" (configured object 6508065f-

298f-4146-8697-4b7087279de3)

 b. 複数の Expressway TURN サーバを使用している場合は、次のコマンドを使用して API クライ
アントで GET 要求を送信します。



https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/turnservers

注: このコマンドは、1 つの Expressway TURN サーバを使用している場合にも使用できま
す。

複数の Expressway TURN サーバを使用している場合の出力は次の例のようになります。

<?xml version="1.0"?>

<turnServers total="2">

    <turnServer id="7eecf3eb-49f2-4963-bf67-2bac98355ca1">

        <serverAddress>10.48.79.129</serverAddress>

        <clientAddress>175.6.7.9</clientAddress>

    </turnServer>

    <turnServer id="eef94a2b-3bfa-40f7-b83c-ece8df424e15">

        <serverAddress>10.48.36.248</serverAddress>

        <clientAddress>175.6.7.8</clientAddress>

    </turnServer>

</turnServers>

c. 各 TURN サーバのステータスを確認するには、次の操作を行います。

手順 2b から turnServer id をコピーします。●

 API  GET ●

https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/turnservers/<turnServer id>/status

出力に表示される情報に、TURN サーバに関連するミリ秒（Ms）単位のラウンドトリップ時間
（RTT）が含まれています。 この情報は、使用する最適な TURN サーバの CB を選択するうえで
重要になります。

 次の出力は、7eecf3eb-49f2-4963-bf67-2bac98355ca1 という ID を持つ TURN サーバのステータ
スを示しています。

<?xml version="1.0"?>

<turnServer>

   <status>success</status>

   <host>

       <address>10.48.36.248</address>

       <portNumber>3478</portNumber>

       <reachable>true</reachable>

       <roundTripTimeMs>37</roundTripTimeMs>

       <mappedAddress>10.48.36.5</mappedAddress>

       <mappedPortNumber>44920</mappedPortNumber>

   </host>

</turnServer>

次の出力は、eef94a2b-3bfa-40f7-b83c-ece8df424e15 という ID を持つ TURN サーバのステータ
スを示しています。

<?xml version="1.0"?>

<turnServer>

   <status>success</status>

   <host>

       <address>10.48.79.129</address>

       <portNumber>3478</portNumber>

       <reachable>true</reachable>

       <roundTripTimeMs>48</roundTripTimeMs>



       <mappedAddress>10.48.36.5</mappedAddress>

       <mappedPortNumber>44920</mappedPortNumber>

   </host>

ステップ 3： 通話中の TURN リレーの使用状況を確認する

WebRTC クライアントを使用して行われたライブ コール時に、Expressway 上の TURN メディ
ア リレーのステータスを表示できます。 [ステータス（Status）] > [TURN リレーの使用（TURN
relay usage）] に移動し、[表示（View）] をクリックします。

トラブルシューティング

ここに表示される情報を使用して、設定、一部の典型的な WebRTC の問題、および起こりうる
障害についてトラブルシューティングを行うことができます。

WB 接続と DNS トレースのログは、CMS サーバの WebAdmin で有効にできます。

a. WebAdmin に接続する

b. Logs > Detailed Tracing に進む

c. 目的の期間に対し、[Web Bridge connection tracing] および [DNS tracing] を有効にします。

Chrome および Firefox コンソールのデバッグのロギングを使用して、メディアや WB への接続
に関する問題など、WebRTC クライアントの接続障害をトラブルシューティングできます。 こ
れは、Ctrl+Shift+C のキーボードの組み合わせを使用して表示することができます。

Chrome では chrome://webrtc-internals/ を使用し、Firefox では about: Firefox の webrtc を使用し
ます。WebRTC のメディア問題のトラブルシューティングに役立つ詳細診断を表示するためのラ
イブ コール時に個別のタブで使用します。

WebRTC クライアント上の Whireshark パケット キャプチャにも、TURN サーバを使用したメデ
ィア リレーに関する有用な情報が提供されます。

外部 WebRTC クライアントは接続しているが、メディアがない（ICE 障害のため）

このシナリオでは、RTC クライアントはコール ID を jalero.space に解決できますが、自分の名
前を入力して [Joincall] を選択すると、次の図のようにクライアントに「接続中（Connecting）」
と表示されます。



約 30 秒後に、最初の WB ページにリダイレクトされます。

トラブルシューティングを実行するには、次の操作を行います。

コールの試行時に RTC で wireshark を起動し、障害が発生したらキャプチャを停止します。●

問題が発生した後に CMS イベント ログを確認します。●

CMS WebAdmin で [ログ（Logs）] > [イベント ログ（Event logs）] に移動します。

stun を使用して Wireshark traces トレースをフィルタ処理します（次の例を参照）。●

 Wireshark トレースで、クライアントが設定されたクレデンシャルを使用して Allocate 要求をポ
ート 3478 上の Expressway-E TURN サーバに送信していることがわかります。

1329    2017-04-15 10:26:42.108282    10.55.157.229    10.48.36.248    STUN    186    Allocate

Request UDP user: expturncreds realm: TANDBERG with nonce

 サーバは Allocate エラーで応答します。

1363    2017-04-15 10:26:42.214119    10.48.36.248    10.55.157.229    STUN    254    Allocate

Error Response user: expturncreds with nonce realm: TANDBERG UDP error-code: 431 (*Unknown error

code*) Integrity Check Failure

または

3965    2017-04-15 10:34:54.277477    10.48.36.248    10.55.157.229    STUN    218    Allocate

Error Response user: expturncreds with nonce realm: TANDBERG UDP error-code: 401 (Unauthorized)



Unauthorized

CMS ログで、次のログ メッセージが表示されます。

3965    2017-04-15 10:34:54.277477    10.48.36.248    10.55.157.229    STUN    218    Allocate

Error Response user: expturncreds with nonce realm: TANDBERG UDP error-code: 401 (Unauthorized)

Unauthorized

ソリューション：

CMS に設定された TURN クレデンシャルを確認し、それが Expressway-E のローカル認証デー
タベースに設定されているものと一致することを確認します。

外部 WebRTC クライアントが Join Call オプションを取得しない

コールブリッジの [Status] > [General] ページに、以下のように表示されます。

3965    2017-04-15 10:34:54.277477    10.48.36.248    10.55.157.229    STUN    218    Allocate

Error Response user: expturncreds with nonce realm: TANDBERG UDP error-code: 401 (Unauthorized)

Unauthorized

ソリューション：

Callbridge が WB FQDN を内部 IP アドレスに解決できることを確認します（Callbridge はこ
れを Expressway-E の IP アドレスに解決してはなりません）。

●

コマンド dns flush を使用して、コマンド ライン インターフェイス（CLI）経由で、
Callbridge 上の DNS キャッシュをフラッシュします。

●

WB が（発行元ではなく）Callbridge サーバ証明書を信頼していることを確認します。●

外部 WebRTC クライアントが cospace への接続時に（ロード中のメディアで）スタックし、WB
の最初のページにリダイレクトされる

ソリューション：

CMS が CB ドメインの内部ネットワークで _xmpp-client SRV レコードを解決できることを●



確認します。
外部クライアントとの接続試行中に、クライアントで Wireshark キャプチャを収集し、
Expressway-E で tcpdump を含む診断ログを収集します。

●

[メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [診断ログ（Diagnostic logging）]
に移動し、[ロギング中に tcpdump を取得（Take tcpdump while logging）] がオンになってい
ることを確認してから、[新規ログを開始（Start new log）] を選択します。

注: 障害が発生したコールを再現する前に、クライアントのデバイスでの Wireshark キャプ
チャと Expressway-E でのロギングが開始されていることを確認します。 障害が発生した
コールが再現されたら、Expressway-E でのロギングとクライアントでのキャプチャを停止
してダウンロードします。

Expressway-E からダウンロードしたログ バンドルを抽出/解凍し、パブリック側インターフ
ェイスで取得した .pcap ファイルを開きます。

●

stun を使用して両方のパケット キャプチャをフィルタ処理します。 次に、外部のクライア
ントから Expressway-E パブリック IP アドレスへのバインド要求を探し、右クリックして、
[フォローする（Follow）] > [UDP ストリーム（UDP Stream）] を選択します。通常、クライ
アントからのバインド要求の宛先ポートは 24000 ～ 29999 の範囲内になります。これは
Expressway-E の [TURN リレーのポート範囲（TURN relays port range）] です。

●

クライアント側でバインド要求への応答を受信しない場合、要求が着信していれば、
Expressway-E のキャプチャを調べます。

●

要求が着信していて Expressway-E がクライアントに応答している場合は、外部の FW がア
ウトバウンド UDP トラフィックを許可しているかどうかを確認します。

●

要求が着信していない場合は、FW を調べて、前述のポート範囲がブロックされていないこ
とを確認します。

●

Expressway-E がデュアル ネットワーク インターフェイス コントローラ（DUAL-NIC）とと
もに展開されていて、スタティック NAT モードが有効になっている場合は、NAT リフレク
ションが外部の FW でサポートされ設定されていることを確認します。

●

外部 WebRTC クライアントが cospace に参加できず、警告が表示される（接続不可 - 後でやり
直す）

このシナリオでは、RTC クライアントはコール ID を jalero.space に解決できますが、自分の名
前を入力して [Joincall] を選択すると、すぐに「Unable to connect - try again later（接続できませ
ん - 後でやり直してください）」という警告が表示されます。



ソリューション：

CMS が内部ネットワークで常に CB ドメインの _xmpp-client SRV レコードを解決できることを
確認します。

関連情報

VCS/Expressway IP ポート使用ガイド●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X8-9/Cisco-Expressway-IP-Port-Usage-for-Firewall-Traversal-Deployment-Guide-X8-9-2.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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