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概要

この資料に Cisco Expressway を通して Mobile and Remote Access （MRA）ソリューションを
大きさで分類し、設定し、解決する方法を記述されています。

サイズ

MRA スケール アプリケーションノートは Cisco MRA 配備の既存のキャパシティを最適化する方
法を要約し、方法の指導が追加 キャパシティを査定する含まれています。

さらに、Cisco Expressway サイズ変更情報は Cisco コラボレーション 12.x エンタープライズ オ
ンプレミス配備に好まれたアーキテクチャで利用できます、CVD、表 9-8 および 9-9。

設定

MRA ソリューションがどのようにで設定されるか Cisco Expressway 配備ガイド
（X12.5）による Mobile and Remote Access および Expressway MRA 基本設定（ビデオ
）は手順を提供します。

●

ファイアウォール必要条件は Cisco Expressway IP ポート使用で見つけることができます。●

いくつかの配備は異なる内部および外部ドメインがあるかもしれません。 MRA を設定する
方法の情報についてはマルチドメイン配備の Expressway/VCS によって設定 Mobile and
Remote Access を参照して下さい。

●

トラブルシューティング

MRA 上の Jabber ログインが失敗した場合、問題を解決するためにこれらのステップを完了して
下さい:

ステップ 1.一組のテスト資格情報とコラボレーション ソリューション アナライザ（CSA）を実
行して下さい。

CSA はコラボレーション ソリューションのためのツールのスイートです。 CSA はコラボレーシ
ョン ソリューション ライフサイクルの異なるフェーズの間に助け、とりわけ MRA のために、コ
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ラボレーション エッジ（CollabEdge） validator は必要なソリューションを解決するために時間
を大幅に減らします。

CollabEdge validator はクライアントログイン プロセスの模倣によって MRA 配備を検証するツー
ルです。 できている複数のチェックあります:

パブリック ドメイン ネーム システム（DNS）エントリ有効性確認●

外部接続チェック●

Expressway-E （Exp.E） SSL 証明書●

Unified Communications Manager （UCM）および IM 及び存在サーバ（IM&P）関連アプリ
ケーション フロー チェック ユーザのデータ サービス（UDS）拡張可能なメッセージングお
よび存在プロトコル（XMPP）セッション Inititation プロトコル（SIP）登録

●

入力

少くとも、ツールはドメインが DNS 設定、Exp.E ディスカバリ、接続および Exp.E SSL 証明書
をチェックするように要求します。 テスト ユーザ名 および パスワードが提供される場合、ツー
ルは UCM からユーザおよびデバイス構成を取得でき IM&P に対して認証するように試み関連す
るデバイスを登録します。 電話配備だけある場合、チェックボックスをチェックすれば IM&P チ
ェックはスキップされます。

出力例

表示される最初の事柄は失敗するものがの何作業外観が示されるログイン試行の外観であり。 す
べてが正しくはたらく場合の例:



何かがはたらかないとき、すぐに失敗するセクションで目に見えます。 より多くの詳細はこの資
料の特定のセクションで見つけることができます。

エッジ ドメイン有効性確認

エッジ ドメイン有効性確認ですべての詳細は DNS レコードに関して表示されます。 チェックに
ついてのより多くの詳細を表示するために疑問符をクリックして下さい。

Exp.E 外部接続および SSL Certificate チェック

このセクションは接続および Exp.E 証明書についての詳細が DNS レコードと検出される各ホス
トがあるように確認することを示します。 疑問符はどんなチェックが取得してここにまた利用で
きます行われる、そしてなぜかのより多くの詳細を。



証明書の詳細ビューを開き、利用可能な完全なチェーンのすべての詳細を持つためにホスト ネー
ムの隣で『View』 をクリック して下さい。



サーバを研いで下さい

このセクションはエッジ コンフィギュレーションの詳細を示します。 これは DNS によって検出
される各 Exp.E のためにされます。



応答の完全な内容は同様に拡張することができます。

UDS サーバ

選択することができる各エッジ サーバに関してははたらく 1 つがあるまたはすべて失敗します一
つずつテストされますまで get_edge_config で戻った UDS サーバは。



IM&P サーバ

エッジ サーバ セクションで選択することができる各エッジ サーバに関してははたらく 1 つがあ
るまたはすべて失敗します一つずつテストされますまで IM&P サーバは（サービス プロファイル
から取出される）。

Softphone 登録

エッジ サーバ セクションで選択することができる各エッジ サーバに関しては softphone 登録は
テストされます。 softphone の種類はユーザに関連付けられたデバイスによって決まり続きます
この優先順位をつけられたリストにテストしました: CSFS、BOT、TCT、TAB。
（get_edge_config によって戻される）指定エッジ サーバに関しては、組み合せがはたらくまた
はすべて失敗しますテストされますまで Exp.C サーバおよび統一された CM サーバは（CUCM
グループの設定によって）。



ステップ 2： ログイン プロセスがどこに失敗するか調べた後、既知の問題の 1 つと一致するかど
うか見るためにコラボレーション エッジをほとんどのよくある 問題使用して下さい。

CSA を通して証明書問題を見つける場合設定を参照し、Expressway （ビデオ）へコラボレーシ
ョン エッジ（MRA）証明書かサーバ証明をインストールすることを解決して下さい。

Exp.E の静的なネットワークアドレス変換（NAT）と単一のネットワーク インターフェイス コン
トローラ（NIC）を使用し、（ASA）適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア
使用したら、VCS Expressway TelePresence デバイスのための ASA の設定 NAT が反射 NAT 反
射を確かめるために正しく設定されることを参照して下さい。

ステップ 3： 問題を解決することができなかった場合 Expressway ログおよび問題レポートを用
いるテクニカル アシスタンス センタ （TAC）ケースをオープンして下さい。

Expressway 診断ログおよびパケットをダウンロードすることはキャプチャします（ビデオ）●

得ます Jabber デスクトップ問題レポート（ビデオ）を●
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