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概要

この資料は Expressway を通して別の内部および外部ドメインが付いている Cisco Meeting
Server （CMS）のためのプロキシ Web リアルタイム通信（webrtc）の設定例を説明したもので
す。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることを推奨しています。

シングル連結展開の CMS バージョン 2.1.4 以上●

Expressway-C および Expressway-E バージョン X8.9.2 以上●

CMS の callbridge と webbridge の設定●

Expressway ペアで有効に なる Mobile and Remote Access （MRA）●



Expressway-E に追加されるリレー NAT （TURN）オプション キーを使用する横断●

外部ドメインの webbridge URL のための外部解決可能な Domain Name Server （DNS）レ
コード、

●

外部から内部ドメインに入る CMS IP アドレス用の内部解決可能な DNS レコード●

内部および外部ドメインのための CMS で、設定される拡張可能なメッセージングおよび存
在プロトコル（XMPP）マルチ ドメイン

●

[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

●

[Firewall] で TCP および UDP ポート 3478 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

●

[Firewall] で UDP ポート範囲 24000 ～ 29999 を Expressway-E のパブリック IP アドレスか
らの入出力に開放

●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

シングル連結展開の CMS バージョン 2.2.1●

二重 Network Interface Cards （NIC）および静的なネットワークアドレス変換（NAT）ソフ
トウェア バージョン X8.9.2 との Expressway C および Expressway-E

●

Postman●

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

設定

ネットワーク図



技術情報

内部ドメイン cms.octavio.local
外部ドメイン octavio.com
CMS IP アドレス 172.16.85.180
Expressway-C IP アドレス 172.16.85.167
Expressway-E LAN1 IP アドレス（内部） 172.16.85.168
Expressway-E LAN2 IP アドレス（外部） 192.168.245.61
スタティック NAT IP アドレス 10.88.246.156

DNS の設定

内部 DNS 設定



外部 DNS 設定

外部 DNS はイメージに示すように Expressway-E のスタティック NAT IP アドレスに解決する
webbridge URL がなければなりません。

CMS、callbridge、webbridge、XMPP 設定

ステップ 1： callbridge ライセンスを有効化しておく必要があります。 次の画像には有効な
callbridge ライセンスが表示されています。

ライセンスの詳細は次を参照してください。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/V
ersion-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf#page=10

ステップ 2.イネーブル callbridge、webbridge および XMPP によるイメージに示すように MMP。

/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf#page=10   
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf#page=10   


有効にする手順の詳細は、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/V
ersion-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf

証明書の作成手順の詳細は、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/V
ersion-2-2/Certificate-Guidelines-Single-Combined-Server-Deployment-2-2.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-2/Certificate-Guidelines-Single-Combined-Server-Deployment-2-2.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-2-2/Certificate-Guidelines-Single-Combined-Server-Deployment-2-2.pdf


ステップ 3.設定 > 一般の CMS Webページへのナビゲートはイメージに示すようにおよび
webbridge のための内部および外部 URL を設定します。

注: CMS は少なくとも 1 つの領域で設定する必要があります。

イメージに示すように CMS の設定された領域の例。

注: 内部および外部ドメインの着信コールを設定する必要があります。

着信コール処理のための設定されたドメインの例はイメージに示すようにあります。

TURN 設定

ステップ 1. TURN は Postman を通した API によって設定する必要があります。 このコマンドは
すべての設定で使用します。



https://<cms_web_admin_address>:<web_admin_port>/api/v1/turnServers

呼び出します。 TURN サーバ パラメータを表示、編集するには、[POST] メソッドから [Body] に
アクセスします。 TURN サーバに設定されるパラメータはイメージに示すようにあります。

ステップ 3 TURN サーバ設定のステータスを確認するには、[GET] メソッドを実行してサーバ ID
をコピーします。 コピーする必要がある ID はイメージに示すようにあります。

ステップ 4. ID を API コマンドの終わりにコピーし、イメージに示すように TURN サーバ 情報を
見るために GET 方式を使用して下さい。

https://%3ccms_web_admin_address%3e:%3cweb_admin_port%3e/api/v1/turnServers


注: 情報はサーバのパスワードを示しません。

ステップ 5：[send] をクリックしてサーバのステータスを取得します。 イメージに示すように正
常な設定の例。



Expressway-C および E の設定

ステップ 1： ExpresswayC は内部 ドメイン（octavio.local）を備え、Expressway-E はイメージ
に示すように設定される外部ドメイン（octavio.com）がなければなりません。



ステップ 2. MRA はイメージに示すように両方の Expressway C および E で有効に する必要があ
ります。

ステップ 3.イメージに示すように Expressway C および E 間の統合された通信 traversal zone を
作成して下さい。



Expressway C の設定

ステップ 1.イメージに示すように Expressway C の内部および外部ドメインを設定して下さい。



ステップ 2：Cisco Meeting 設定を有効にします。 [Configuration] > [Unified Communications] >
[Cisco Meeting Server] の順に開きます。 イメージに示すように Guest account client URI フィー
ルドの外部 webbridge URL を設定して下さい。

注: 内部 DNS は、外部 webbridge URL（cmsweb.octavio.com）を内部 CMS webbridge IP
アドレスに解決する必要があります。 この例では IP アドレスは 172.16.85.180 です。

Expressway C のセキュア シェル（SSH）トンネルはイメージに示すようにいくつかの秒後にア
クティブになる必要があります。

注: サーバはサーバ証明および CA 認証がなければなりません。

Expressway-E 上の設定

ステップ 1： ExpresswayE はイメージに示すように TURN ライセンスがなければなりません。



呼び出します。 Expressway-E はイメージに示すように外部ドメインで設定する必要があります
。

ステップ 3.イメージに示すように TURN サーバと統合された通信 traversal zone のためのユーザ
を作成して下さい。



ステップ 4.イメージに示すように統合された通信 traversal zone を作成して下さい。

ステップ 5. TURN サーバを設定して下さい。 イメージに示すように設定 > 走査 > TURN にナビ
ゲート して下さい。

注: TURN 要求は、Web クライアントが TURN 接続を要求するポートであるポート 3478 宛
てにする必要があります。



回転がアップすれば、ステータスはイメージに示すようにアクティブを示します。

ステップ 6. System > Administration へのナビゲート。 ポート 443 の webrtc Client 要求 アクセス
はイメージに示すように 445 に変更されるこの事例の別の 1 に、このような理由で Expressway-
E の管理 ポート、変更する必要があります。

ステップ 7：Expressway-E の証明書を作成： webbridge URL はイメージに示すようにサーバ証
明の SAN として追加する必要があります。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。



ステップ 1.サポートされた Webブラウザを選択し、外部 webbridge URL を、イメージに示すよ
うに Next 画面を見なければなりません入力して下さい。

注: サポートされているブラウザの種類やバージョンの一覧はこちらからご確認いただけま
す。 https://kb.acano.com/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-
webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content

ステップ 2.イメージに示すように前もって設定される領域 ID を Join call を選択する、入力して
下さい。

/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content
/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content
/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content


ステップ 3：[Continue] をクリックして名前を入力します。このとき、参加するスペース名が表
示されていることを確認します。この例では Proxy webRTC がスペース名です。 イメージに示す
ように加入 コールをクリックして下さい。



ステップ 4.他のデバイスおよびあなたとの加入はイメージに示すように会議で接続される両方の
デバイスを見る必要があります。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。



[Join call] ボタンが表示されない

加入 Call ボタンはイメージに示すように CMS Webページに入るとき webbridge ページを開く第
2 イメージで示されているエラーを見るとき示されていないし。

問題は webbridge がコール ブリッジと正しく交信しないと起こります。

解決策

CMS 管理 Web ページで webbridge URL が正しく設定されているかを確認します。
[Configuration] > [General] の順に開いて確認します。

●

webbridge および callbridge はイメージに示すように webbridge 設定にチェックします信頼
バンドルを追加されます互いを信頼する必要があります:

●



注: [Trust bundle] とは Call Bridge 証明書です。

Webrtc ページは示します「悪い要求」を

解決策

Expressway-C に正しい [Guest account client URI] が設定されているかを確認します。
[Configuration] > [Unified Communication] > [Cisco Meeting Server] の順に開いて確認します
。

●

[Guest account client URI] に内部 URL が設定されていると、Expressway-C は DNS サーバで作
成されたレコードに基づいて解決させますが、Web ブラウザで「Bad Request」エラー メッセー
ジがトリガーされる可能性があります。 この事例ではイメージに示すようにエラーを示すために
、内部 URL は設定されます。



WebRTC クライアントに非セキュア接続が表示される

解決策

証明書が自己署名であるため、サーバが送信元を信頼していない状態です。 Expressway-E
の証明書をサポートされているサード パーティ認証局の証明書に変更します。

●

外部 webbridge URL を追加されますイメージに示すように Expressway-E サーバ証明の
 SAN としてチェックして下さい。

●



Webrtc クライアントは接続しませんが、決して接続されないし、それからそれは
および切断時間を計りました

 Expressway-E または API で CMS に設定した TURN サーバのユーザ名またはパスワードに誤り
があります。 ログはイメージで示されているエラーが含まれています。



エラーはパケット キャプチャでも確認することができます。 webRTC クライアントを実行する
PC で Wireshark を実行します。 パケット キャプチャができたら、パケットを「STUN」でフィ
ルタ処理します。 イメージで示されているエラーを見て下さい。

PC は「保全性チェック失敗」メッセージとの Allocate Request および Expresssway NAT アドレ
ス返事を送信 します。

解決策

エラーを修正するために、ユーザ名 および パスワードを検討して下さい。 それらはイメージに
示すように TURN サーバ パラメータで正しく設定する必要があります。
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