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はじめに 

目的と対象読者 
この導入ガイドでは、Back-2-Back-User-Agent（B2BUA）と Microsoft Lync 2010（Lync）を使用し

てインターワークを行うための Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco VCS）
Control バージョン X7.2 の設定方法について説明します。 

Cisco VCS Control と Lync の相互運用の機能および制限事項についても説明します。 

Cisco VCS を Microsoft OCS に接続する方法については、『Microsoft OCS 2007, Lync 2010 and 
Cisco VCS Deployment Guide』を参照してください。 

導入シナリオ 
ある企業が、社内ネットワークに Lync 環境を導入し、全員のデスクに Microsoft Lync クライアント

を配備して、すべてのスタッフにメッセージング機能とプレゼンス機能を提供します。これを、ビデ

オ会議を処理する既存のビデオ ネットワークに統合し、ビデオ エンドポイントで Lync クライアント

へのコールの発信、および Lync クライアントからのコールの受信ができるようにします。また、

Lync クライアントでビデオ エンドポイントのプレゼンスを確認できるようにします。 

この導入ガイドでは、以下に示す環境の例を使用します。 
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この環境は、次のもので構成されます。 

Lync の導入環境： 
 フロントエンド プロセッサのプール。FQDN は feppool.ciscotp.com 

 ディレクタのプール。FQDN は dirpool.ciscotp.com 

 エッジ サーバ。FQDN は lyncedge.ciscotp.com 

 ユーザ david.jones@ciscotp.com および alice.parkes@ciscotp.com（その他あり） 

Cisco ビデオの導入環境： 
 Lync ゲートウェイ VCS Control。ピアの FQDN は vcs01.ciscotp.com。クラスタの FQDN は 

lyncvcs.ciscotp.com。クラスタの FQDN は、すべてのクラスタ ピアの IP アドレスを含む DNS A 
レコードのリストに解決される必要があります（ラウンドロビン動作用）。 

 コア VCS Control。FQDN は corevcs01.ciscotp.com 
 VCS Expressway。FQDN は vcse.ciscotp.com 
 ビデオ ユーザ david.jones および alice.parkes の内部および外部ビデオ エンドポイント 
 ビデオ ネットワーク VCS Control に登録された MCU 

このシナリオでは、通常、ユーザが Lync コンタクト リストの同僚をクリックするか、またはビデオ 
エンドポイントの電子アドレス帳から宛先を選択することで、ダイヤルが実行されます。 

この導入ガイドでは、IP ネットワークを横断する SIP トランクを使用して Lync と Cisco VCS 
Control を接続する方法について説明します。ここに示す例では、次のセットアップを使用します。 
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 既存のビデオ ネットワークと Lync の間のリンクとして機能する Cisco VCS Control（または 
Cisco VCS Control ピアのクラスタ）である「Lync ゲートウェイ」。 

 Lync の SIP ドメインは ciscotp.com。 

注：Lync の SIP ドメインは、Lync クライアントの AD ドメインと同じにする必要はありません（ロ

グイン ユーザ名で使用される Lync ログイン ドメインは、サインイン アドレスで使用される SIP ド
メインと異なっていても構いません）。 

 既存のビデオ ネットワークのドメインは vc.ciscotp.com（ビデオ デバイス登録で使用）。 

 ビデオ ネットワークに登録されるエンドポイントは、SIP または H.323 エンドポイント。これ

らは、alias@domain 形式の ID で登録される必要があります。domain は、ビデオ ネットワーク

でホストされているドメインです（firstname.lastname.device_type@vc.ciscotp.com な
ど）。 

 Lync に登録されている Lync クライアントは、URI で識別。例： 

• David の URI は、david.jones@ciscotp.com 

• Alice の URI は、alice.parkes@ciscotp.com 

 ビデオ ネットワークに登録されているエンドポイントは URI で識別され、多くの場合、この 
URI にはエンドポイントの場所またはタイプが含まれる。例： 

• Alice の社内ビデオ エンドポイントのエイリアスは alice.parkes.office@vc.ciscotp.com  

• Alice のホーム オフィス ビデオ エンドポイントのエイリアスは 
alice.parkes.external@vc.ciscotp.com 

• David の社内ビデオ エンドポイントのエイリアスは david.jones.office@vc.ciscotp.com  

• David のホーム オフィス ビデオ エンドポイントのエイリアスは 
david.jones.external@vc.ciscotp.com 

 「Lync ゲートウェイ」VCS に FindMe アカウントをセットアップ。B2BUA によって、これらが 
Lync クライアント登録にある場合と同様に Lync で認識されるように、Lync に登録されます。

例： 
• David の URI は david.jones@ciscotp.com で、デバイス david.jones.office@vc.ciscotp.com 

と david.jones.external@vc.ciscotp.com が含まれる 
• Alice の URI は alice.parkes@ciscotp.com で、デバイス alice.parkes.office@vc.ciscotp.com 

と alice.parkes.external@vc.ciscotp.com が含まれる 

これらの FindMe ユーザは、コールするプライマリ デバイスとして単一または複数のエンドポイ

ントを指定します。プライマリ デバイスは、ビデオ ネットワーク上の任意の場所、またはビデ

オ ネットワークを通じてアクセスできる任意の場所に配置できます。 
PC にも対応する Lync クライアントが存在する場合、コールがあったときに、VCS と通信する

エンドポイントからコールがあったか、Lync と通信するエンドポイントからコールがあったか

にかかわらず、PC 上の Lync クライアントと FindMe で指定されたビデオ エンドポイントで同

時に呼び出し音が鳴ります。 

 「Lync ゲートウェイ」Cisco VCS（B2BUA が有効）上の FindMe アカウントに関連付けられて

いるユーザおよび MCU 会議について、Lync クライアントで [連絡可能（Available）]、[オフラ

イン（off-line）]、[通話中（incall）] というプレゼンスを確認可能。（注）：そのためには、

FindMe アカウント内のプライマリ ビデオ デバイスに、firstname.lastname@domain のような 
URI ベースのエイリアスが必要で、プレゼンスが「Lync ゲートウェイ」VCS のプレゼンス サー

バにも保持されている必要があります。 

 Lync からコールを受信する MCU は、専用の MCU ドメイン（mcu.ciscotp.com）を使用して会

議をビデオ ネットワークに登録し、FindMe アカウントを通じて（スタティックな会議エイリア

スに最適）、または Lync 環境からのスタティック SIP ドメイン ルートを使用して（アドホック

会議エイリアスに最適）、Lync ユーザから使用可能にできる。MCU 登録に別のドメインを使用
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する理由は、スタティック ルートを経由する Lync からの SIP トラフィックが、必要以上にビデ

オ ネットワークに伝搬されることを簡単に防止できるためです（検索ルールを使用）。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS 上の FindMe ユーザ エントリに関連付けられていない MCU 会議に

ついては、Lync クライアントで [連絡可能（Available）] および [オフライン（off-line）] プレゼ

ンスを確認できますが、VCS でサポートされるサブスクリプションは、1 プレゼンティティあた

り最大 100。 

クラスタ化された「Lync ゲートウェイ」VCS Control 
このマニュアルで「Lync ゲートウェイ」VCS と記載されている場合、VCS のクラスタも使用できま

す。動作は、機能的には同じですが、さらに多くの容量を使用可能です。 

ロード バランシングを提供するため、「Lync ゲートウェイ」VCS ピアは共有ドメインの FindMe 
ユーザをピア間に分散し、それぞれのセットを Lync Server に登録します。これらのユーザ ID のい

ずれかに Lync Server がコールを発信すると、そのコールは登録を行った VCS に渡されます。 

Lync Server は、TCP 接続用の単一の IP アドレスと、TLS 接続用の単一の FQDN を持つ（MCU ド
メインに対して設定された）スタティック ドメイン ルートを使用するため、VCS からの登録がない

ときの Lync Server から VCS のコール（MCU コールなど）は、通常、クラスタ内の単一の VCS に
着信します。 

スタティック ルートの宛先に対して TLS とラウンドロビン DNS を使用する場合、Lync Server は
コールの送信先になる VCS ピアを変更する場合がありますが、変更の最大の頻度は 5 秒に 1 回で

す。 Lync では、該当する VCS への接続が失われ、別の VCS に切り替わった場合を除き、すべての

トラフィックが 1 つの VCS に送信され続けているように見えます。そのため、ロード バランシング

よりも高い復元力が得られます。 

「Lync ゲートウェイ」VCS Control を追加する理由 
「Lync ゲートウェイ」VCS は、既存の動作中のビデオ ネットワークと Microsoft Lync 環境との間の

インターフェイスです。このゲートウェイを使用することで、ビデオ ネットワークに Lync との相互

運用性を追加するときにビデオ ネットワークで行う必要がある変更を最小にでき、副作用を少なくで

きます。 

この「Lync ゲートウェイ」操作のために専用の VCS を用意すると、拡張コラボレーション オプショ

ン キーを購入して有効にする必要がある VCS の数が制限されます。 

Lync ゲートウェイ VCS に常駐するプレゼンス サーバは、B2BUA アプリケーションを通じて Lync 
環境にプレゼンス情報を発行します。このプレゼンス サーバは、Lync と VCS で共有されるドメイン

（ciscotp.com）に対して権限を持っている必要があります。また、使用するビデオ ドメイン

（vc.ciscotp.com）および専用 MCU ドメイン（mcu.ciscotp.com）に対して権限を持っている必要が

あり、この「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）に存在する Lync ドメインの FindMe ユーザで指

定されているエンドポイントのプレゼンス ステータスを保持している必要があります。これは、

FindMe プレゼンスが、その VCS（クラスタ）でプレゼンスが認識されているデバイスのプレゼンス

だけを表示するためです。 

（ユーザがコールを発信する任意のビデオ エンドポイントから）Lync へのコールが、機能する発信

者 ID またはコールバック ID を持つよう、FindMe は Lync へのコールの発信者 ID を、該当する Lync 
SIP ユーザ ID に書き換える必要があります。FindMe でこの操作ができるためには、コールが該当す

る FindMe を保持する Cisco VCS を経由するようにルーティングされる必要があります。「Lync 
ゲートウェイ」を使用すると、すべてのコールを正しい場所に集めるために役立ちます。 

Lync Server は、以下にのみコールを送信できます。 
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 「同じドメイン」の FindMe ユーザが Lync Server に登録された Cisco VCS。Lync Server は 
VCS にコールを送信し、その VCS がユーザを登録します 

 Lync Server で定義されているスタティック ドメイン ルートでアクセス可能な MCU へのコール

の場合、その単一 FQDN（ただし復元性が得られるよう、Cisco VCS のクラスタをサポートする

ラウンドロビン DNS アドレスを持つ）。 

Lync Server は、信頼するよう設定されているメッセージだけを受け入れます。SIP メッセージを 
Lync Server に送信するすべてのデバイスを Lync Server で信頼されるホストとして明示的にリスト

にする必要があるため、専用の「Lync ゲートウェイ」VCS または Cisco VCS クラスタを使用する

と、Lync で設定する必要がある信頼されるデバイスの数も制限されます。 

「Lync ゲートウェイ」と複数の Lync ドメイン 
Lync で複数のドメインがサポートされ、ビデオ ネットワークでもこれらのドメインをサポートする

場合、処理するドメインごとに 1 台の「Lync ゲートウェイ」VCS または VCS クラスタを使用する

ことを推奨します。これは、B2BUA が単一ドメインの登録だけをサポートするためです。 

ビデオ ネットワークでは使用されないが、コールをルーティングする必要があるドメインがある場

合、これらのドメインには「Lync ゲートウェイ」VCS は必要ありません。検索ルールを追加して、

これらのドメインへのルーティングをサポートできます。 

異なる Lync SIP ドメインが異なる「Lync ゲートウェイ」VCS または VCS クラスタで処理される場

合は、B2BUA 登録 FindMe ユーザがこれらの FindMe エントリから参照される 1 つの共有ドメイン

およびすべてのエンドポイントについて必要とするプレゼンス情報に対して、各「Lync ゲートウェ

イ」VCS または VCS クラスタが権限を持っていることを確認してください。 

Lync ドメインごとに複数の「Lync ゲートウェイ」 
VCS が単一の「Lync ゲートウェイ」クラスタにある場合を除いて、これは推奨されるアーキテク

チャではありません。Lync ドメイン経由で発信された、あるビデオ エンドポイントから別のビデオ 
エンドポイントへのコールが、ビデオ インフラストラクチャを直接経由するのではなく、Lync 経由

でルーティングされるためです。ユーザは、デュオ ビデオや遠端カメラ制御などのビデオ機能が使用

できなくなり、暗号化やビデオの品質も失われる可能性があります。 

Lync からのアドホック会議用 MCU 
B2BUA FindMe 登録によって各会議 ID を Lync Server に登録することは、登録する必要がある URI 
の数によっては、実現できなかったり、現実的ではないことがあります。 

この場合、独自のドメイン（ビデオ ドメインまたは Lync ドメインとは異なるドメイン）を使用し

て、Lync クライアントがダイヤル可能な、会議に使用する MCU をビデオ ネットワーク VCS に登録

することを推奨します。 

独自のドメインを使用して設定した場合、MCU 会議は登録済みの FindMe エントリ（設定されてい

る場合）から使用することも、Lync でこの MCU ドメインに設定されているスタティック ルートか

らアクセスすることもできます。 リージョナル MCU がある場合、MCU にはリージョナル ドメイン

が必要です。Lync スタティック ドメイン ルートでルーティングされるアドホック会議の場合、次の

ようになります。 

 会議が進行中でない場合、プレゼンス ステータスは [オフライン（Off-line）] です。 

 会議に参加者がいる場合、プレゼンス ステータスは [連絡可能（Available）] です（[通話中（In-
call）] ではありません）。 

Lync デバイスから MCU 会議にコールするには、MCU のドメインを入力する必要があります。 
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次の点に注意してください。 

 登録済みデバイスが [連絡可能（Available）] をレポートしないように PUA が設定されている場

合、プレゼンスは常に [オフライン（Off-line）] になります。 

 VCS は、1 プレゼンティティあたり最大 100 のプレゼンス サブスクリプションをサポートしま

す。 

小規模なテスト/デモ ネットワーク 
小規模なテストおよびデモ ネットワークの場合、「Lync ゲートウェイ」VCS Control にビデオ エン

ドポイントを登録できます。これは、Lync Server へのインターフェイスである Cisco VCS と同じ 
Cisco VCS で制御される、小規模なビデオ ネットワークです。 

小規模なテスト/デモ ネットワークからの拡張 
容量の追加、リージョナル管理、ライセンスの使用数の削減が必要になった場合、「小規模なテスト

およびデモ ネットワーク」システムから、ビデオ ネットワークに接続された「Lync ゲートウェイ」

VCS のアプローチに拡張できます。これは、ビデオ ネットワーク VCS を追加し、「Lync ゲート

ウェイ」VCS に（直接、または別の VCS を通じて間接的に）隣接させることで実現できます。その

後、エンドポイントをビデオ ネットワーク VCS に追加して、徐々にエンドポイントおよびその他の

デバイスを「Lync ゲートウェイ」VCS からビデオ ネットワーク VCS に移行します。 

特長および機能 
Cisco VCS および Lync 2010 ソフトウェアのバージョンは、導入されたシステムの機能に影響を与え

ます。 

 Lync Standard エディションおよび Lync Enterprise エディションをサポートするには、バージョ

ン X6.1 以降が必要です。 

 VCS B2BUA をサポートするには、バージョン X7.0 以降が必要です。 

 X7.x よりも先のバージョンでは、OCS リレーが使用できなくなる可能性があります。

B2BUA/OCS 以外のリレーの導入に関する設定の詳細については、『Microsoft OCS 2007, Lync 
2010 and Cisco VCS Deployment Guide （X7.1）』を参照してください。 

Cisco VCS X7.x（B2BUA モード）と Lync 2010 を使用する場合 

 「Lync ゲートウェイ」VCS は、（単一 Lync ドメインの）FindMe ユーザを Lync クライアント

として Lync Server に登録できます（B2BUA FindMe 登録を使用）。Lync Server は、FindMe 
ユーザと、それと同じ名前を持つ Lync クライアント ユーザに、同時にコールを分岐します。そ

のため、Lync クライアントまたはビデオ エンドポイントの好きな方でコールを取得できます。 

 コールをルーティングするドメイン スタティック ルート（MCU ドメインなど）を Lync Server 
で設定できます。これは、アドホック会議で便利です。（ドメイン スタティック ルートを使用

するときは注意が必要です。スタティック ルートは、Lync が、処理できないそのドメインのす

べてのトラフィックを VCS に送信することになります）。 

 セカンダリ Lync ドメイン（VCS が FindMe ユーザを登録しないドメイン）にコールをルーティ

ングする検索ルールを VCS に設定できます。 

 Lync Server は、コール保留（および再開）要求を受け入れ、処理します。 

 Lync クライアントを転送の目標にできます（コールに関係する AM ゲートウェイがある場合も

可能です）。 

 Lync クライアントを MULTIWAY 会議に参加させることができます（コールに関係する AM ゲー

トウェイがある場合も可能です）。 

 プレゼンスの更新は、Cisco VCS から Lync Server へのみサポートされます。 
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• B2BUA 登録 FindMe ユーザについては、[オフライン（Off-line）]、[連絡可能

（Available）]、[通話中（In-call）] がサポートされます 

• 登録済みエンドポイントの [連絡可能（Available）] の使用は、PUA 設定でのオプションで

す 

• B2BUA 登録 FindMe ユーザ以外のユーザについては、[オフライン（Off-line）] および [連絡

可能（Available）]（[通話中（In-call）] ではありません）が報告されます（100 サブスクラ

イバまで） 

 Lync のプレゼンスを Cisco VCS に登録されたデバイスに渡すことはサポートされていません。 

 B2BUA FindMe 登録を使用している場合、Cisco VCS のクラスタに接続する Lync Server がサ

ポートされます。ビデオ エンドポイントへのコールが VCS ピアをまたがって配布されるよう

に、B2BUA は Cisco VCS ピア間で登録を共有します。いずれかのピアが停止した場合、残りの

アクティブ ピアが、使用不可になったピアの登録を代わりに行います。 

 Microsoft Mediation Server へのコールは、コールを開始した SIP の Cisco VCS ビデオ ネット

ワークのエンドポイントからは機能しますが、H.323 から相互運用されたコールの場合は機能し

ません（付録 5：相互運用に関する既知の制限事項で指定されている回避策を実装していない場

合）。 

 Lync システムは、回復力と容量を確保するために、ハードウェア ロード バランサを使用するこ

とがあります。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS（または VCS クラスタ）は、Lync ディレクタ経由で Lync と通信で

きます。 

 Cisco VCS と OCS の間で TLS を使用する場合、メディア暗号化（SRTP）がサポートされ、

Cisco「Lync ゲートウェイ」VCS に拡張 OCS コラボレーション オプション キーが追加されま

す。 

 Lync クライアントが関わるコールの場合、SIP シグナリングおよび RTP メディアは、常に 
B2BUA アプリケーションによってルーティングされます。各 B2BUA アプリケーション（1 VCS 
ごとに 1 アプリケーション）は、Lync と VCS ビデオ環境の間で、同時に 100 のコールを処理で

きます。ただし、Cisco AM GW が関わるコールでは、2 つの B2BUA コール リソースが消費さ

れます。 

Cisco TelePresence MCU は直接 OCS R1 に登録できますが、Microsoft による変更のために、MCU 
は直接 Lync Server に登録できないことに注意してください。MCU を Lync Server で使用するには、

MCU を VCS に登録します。「Lync ゲートウェイ」VCS が、MCU に代わってプロトコルの違いを

処理します。 

設定プロセスの要約 
このマニュアルでは、次のコールを発信できるように Lync 2010 と B2BUA モードの Cisco VCS 
Control バージョン X7.x を設定する方法について説明します。 

 ビデオ ネットワークに登録された SIP および H.323 ビデオ エンドポイントから、同じビデオ 
ネットワークに登録された SIP および H.323 ビデオ エンドポイント。 

 Lync Server に登録された Microsoft Lync クライアントから、Lync Server に登録された別の 
Lync クライアント。 

 ビデオ ネットワークに登録された SIP および H.323 ビデオ エンドポイントから、Lync に登録さ

れた Lync クライアント。 

 Lync Server に登録された Lync クライアントから、ビデオ ネットワークに登録された SIP およ

び H.323 ビデオ エンドポイント。 

Lync クライアントがビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントのプレゼンス ステータスを参

照できるように、プレゼンスを有効にする方法についても説明します。 
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設定プロセスでは、次の段階に進む前に個々の段階を実装してテストできるように、これらの各段階

を個別に説明します。 

Lync のさまざまな構造 
Lync 環境には多くのビルディング ブロックがあるため、多くの方法で構築できます。 

フル スケールの Lync 導入では、多くの場合、Lync ディレクタ、ハードウェア ロード バランサ

（HLB）、エンタープライズ プールのフロントエンド プロセッサ（FEP）、冗長 AD サーバを使用

します。 

Microsoft は、Lync のインストールでは、SIP トラフィックをルーティングするハードウェア ロード 
バランシングの代わりに DNS を使用することを推奨しています。Microsoft による説明： 

DNS ロード バランシング 

Microsoft Lync Server 2010 では、ネットワーク上のロード バランシングの管理上のオーバーヘッドを大幅に削減する DNS 
ロード バランシングというソフトウェア ソリューションを導入しています。DNS ロード バランシングを使用すると、SIP ト
ラフィックおよびメディア トラフィックなどの Lync Server 2010 に固有のネットワーク トラフィックの負荷を分散できま

す。 

DNS ロード バランシングを導入すると、ハードウェア ロード バランサに関する組織の管理上のオーバーヘッドは大幅に削減

されます。さらに、SIP トラフィックのロード バランサの設定ミスに関する問題に対応するために、複雑なトラブルシュー

ティングを行う必要がなくなります。サーバをオフラインにできるようにサーバ接続を禁止することもできます。また、DNS 
ロード バランシングを使用して、ハードウェア ロード バランサの問題が基本的な通話のルーティングなどの SIP トラフィッ

クの要素に影響しないようにすることもできます。 

また、DNS ロード バランシングを使用すると、すべての種類のトラフィックに対応するハードウェア ロード バランサを使用

していた場合よりもハードウェア ロード バランサを低価格で購入できます。DNS ロード バランシングは、フロント エンド 
プール、エッジ サーバ プール、ディレクタ プール、およびスタンドアロンの仲介サーバ プールでサポートされます。 
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次に、アーキテクチャの例を示します。 

 

 

小規模な導入では、Lync ディレクタ サーバを使用せず、フロントエンド プロセッサのセットの前で

ハードウェア ロード バランサだけを使用することもできます。 
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Lync 環境では、ハードウェア ロード バランサの代わりに DNS を使用できます。例を示します。 

 

 

 

Lync では、AD サーバと FEP を別のマシンにする必要があることに注意してください。 
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Lync の導入には、Lync クライアントがローカル ネットワークの外からエッジ サーバを通じて Lync 
に登録できるように、エッジ サーバが含まれることがあります。エッジ サーバの外の Lync デバイス

と通信するには、エッジ サーバと VCS Expressway の両方がパブリック インターネットに接続して

いる必要があります。（Microsoft エッジ サーバに関連するコールを行うには、VCS に拡張 OCS コ
ラボレーション オプション キーがインストールされている必要があります。このシナリオに必要

な、ICE を使用したメディア接続は、このキーによってできるようになります）。 

 
 

VCS と Lync を使用するすべての導入で、次のようになります。 

 Lync では、スタティック SIP ルート経由で送信されたトラフィックは、直接 FEP から VCS に
送信されるか、ディレクタ経由で FEP から VCS に送信されます。SIP トラフィックがスタ

ティック SIP ルート経由で直接 FEP から VCS に送信される場合、問題の FEP が B2BUA の信

頼されるホスト リストに追加されている必要があります。 

 Lync 環境の前に、Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサがある場合、ビデオ 
ネットワークとの間のコールはディレクタを経由します。FEP との間で直接ルーティングはされ

ません。 

• Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」VCS を信頼する必要があります。 

• Lync ディレクタは、ビデオ ネットワーク MCU SIP ドメイン（mcu.ciscotp.com）を

「Lync ゲートウェイ」VCS クラスタの FQDN（VCS が 1 つだけの場合は、その VCS の 
FQDN）にルーティングする必要があります。 

• Lync の設定によって、FEP は SIP トラフィックを直接 VCS にルーティングすることも、

ディレクタ プールによってトラフィックをルーティングすることもあります。 

 Lync 環境の前に、単一の Lync ディレクタがある場合、ビデオ ネットワークとの間のコールは

ディレクタを経由します。FEP との間で直接ルーティングはされません。 
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• Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」VCS を信頼する必要があります。 

• Lync ディレクタは、ビデオ ネットワーク MCU SIP ドメイン（mcu.ciscotp.com）を

「Lync ゲートウェイ」VCS クラスタの FQDN（VCS が 1 つだけの場合は、その VCS の 
FQDN）にルーティングする必要があります。 

• Lync の設定によって、FEP は SIP トラフィックを直接 VCS にルーティングすることも、

ディレクタ プールによってトラフィックをルーティングすることもあります。 

 Lync 環境に Lync ディレクタがなく、フロントエンド プロセッサ プールの前にハードウェア 
ロード バランサがある場合は、次のように（各 FEP ではなく）プールを設定します。 

• FEP プールは「Lync ゲートウェイ」VCS を信頼する必要があります。 

• すべての FEP プールは、ビデオ ネットワーク MCU SIP ドメイン（mcu.ciscotp.com）を

「Lync ゲートウェイ」VCS クラスタの FQDN（VCS が 1 つだけの場合は、その VCS の 
FQDN）にルーティングする必要があります。 

プール内のすべての FEP に同じ設定が適用されるように、プールを設定する必要があります。 

 Lync が単一 FEP の場合、この FEP は次のように設定する必要があります。 

• 単一 FEP は「Lync ゲートウェイ」VCS を信頼する必要があります。 

• 単一 FEP は、ビデオ ネットワーク MCU SIP ドメイン（mcu.ciscotp.com）を「Lync ゲー

トウェイ」VCS クラスタの FQDN（VCS が 1 つだけの場合は、その VCS の FQDN）に

ルーティングする必要があります。 

「Lync ゲートウェイ」VCS は、次のように設定されている必要があります。 

 Lync 環境の前に、Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサがある場合、Lync への

コールをハードウェア ロード バランサにルーティングし、いずれかの Lync ディレクタからコー

ルを受信するように B2BUA が設定されている必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとしてハードウェア 
ロード バランサを指定する必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、両方の Lync ディレクタ（および、トラフィックを直接 
B2BUA に送信するすべての FEP）のアドレスが信頼できるホストとして含まれている必要

があります 

• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットに

します。 
 

 Lync 環境の前に、Lync ディレクタまたはディレクタのプールがある場合、Lync へのコールを 
Lync ディレクタにルーティングし、Lync ディレクタからコールを受信するように B2BUA が設

定されている必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとして Lync ディレク

タ（プール）を指定する必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、個別の Lync ディレクタ（および、トラフィックを直接 
B2BUA に送信するすべての FEP）のアドレスが信頼されるホストとして含まれている必要

があります 

• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットに

します。 
 
 Lync 環境に Lync ディレクタがなく、フロントエンド プロセッサの前にハードウェア ロード バ

ランサがある場合、Lync へのコールをハードウェア ロード バランサにルーティングし、任意の 
FEP からコールを受信するように B2BUA が設定されている必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとしてハードウェア 
ロード バランサを指定する必要があります。 
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• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、すべての Lync FEP のアドレスが信頼できるホストとし

て含まれている必要があります。 

• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットに

します。 

 Lync が単一 FEP の場合、Lync へのコールを単一の FEP に直接ルーティングし、その FEP から

コールを受信するように B2BUA が設定されている必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとして FEP を指定す

る必要があります。 

• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、FEP のアドレスが信頼されるホストとして含まれている

必要があります。 

• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットに

します。 

Cisco VCS と Lync の相互運用を設定する前の前提条件 
ビデオ ネットワークと Lync 環境を相互運用するように設定する前に、次のことを確認してくださ

い。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS Control（クラスタ ピア）で、X7.0 コード（またはそれ以降）を実

行している必要があります。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS Control（クラスタ ピア）には、少なくとも次のオプション キーが

適用されている必要があります。 

• 非トラバーサル コール 

• FindMe（以前のユーザ ポリシー） 

 Lync について： 

• Lync のバージョンは Lync 2010 が必要です。 

• Lync を実行するオペレーティング システムは、Microsoft Server 2008 SP2 64 ビットまたは 
Microsoft Server 2008 R2 64 ビットが必要です。 

• Lync クライアントのバージョンが、Lync 2010 に付属のバージョンになっている必要があり

ます。 

 Lync が設定され、動作可能で、ユーザ管理のために Active Directory からアクセスできること。 

 すべての Lync Server の FQDN が、Cisco VCS Control で使用するように設定されている DNS 
サーバ（Lync で使用される DNS サーバ）によって解決できること。 

 各「Lync ゲートウェイ」VCS の FQDN、および、クラスタ化されている場合は「Lync ゲート

ウェイ」クラスタの FQDN は、DNS（ラウンドロビン A レコードを使用）によって解決できる

必要があります。 

 ビデオ ネットワークに登録されているビデオ エンドポイントは、H.263 ビデオ コーデックをサ

ポートする必要があります（AM ゲートウェイが「Lync ゲートウェイ」導入の一部である場合を

除く）。Lync クライアントと標準ビデオ エンドポイントで共通のビデオ コーデックは、これだ

けです。 

 すべての Lync ディレクタおよび Lync FEP 上で、フロントエンド サーバの検証でエラーがない

こと。Lync Resource Toolkit に含まれる Topology Validation Tool を使用します。 

 TLS を使用する場合（推奨）、DNS サーバがリバース DNS ルックアップをサポートすること

（多くの場合、PTR レコードを使用してサポートされます）。 
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レガシー OCS リレーで B2BUA を使用する利点 
OCS/Lync B2BUA が VCS X7 で導入されました。これは、OCS/Lync とビデオ ネットワークとの間

のインターフェイスを提供し、レガシー OCS リレー アプリケーションを置き換えるものです。 

B2BUA は、次の機能を提供する、OCS リレーの機能セットから展開された新しいアプリケーション

です。 

 安定性、速度、パフォーマンスが向上 

 ログ/診断機能が大幅に拡張（VCS の「診断ログ」機能を使用） 

 使いやすさの改善（B2BUA では、OCS リレーで必要だった、VCS にインストールする複雑な 
CPL が不要です） 

 設定と制御の改善（設定オプションの観点から見て、OCS リレーは制限されていましたが、

B2BUA ではさまざまな構成セットが使用可能です） 

 エッジ サーバからの Lync クライアント登録のサポート（VCS Expressway および拡張 OCS コ
ラボレーション オプション キーが必要です） 

 B2BUA 組み込みの TURN/ICE サポート（VCS Expressway および拡張 OCS コラボレーション 
オプション キーが必要です） 

OCS/Lync B2BUA は、OCS/Lync と VCS の統合に適した方式です。OCS リレーは、将来の VCS ソ
フトウェア リリースから削除される予定です。 



ビデオ ネットワーク：VCS Control で登録されているエンドポイント間のコールが予期したとおりに動作しているかどうかのチェック 
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ビデオ ネットワーク：VCS Control で登録されて

いるエンドポイント間のコールが予期したとおり

に動作しているかどうかのチェック 
あらかじめ動作可能になっている必要があります。 

ビデオ ネットワーク VCS Control の設定の要約 
登録されているエンドポイント間のコールを許可するように、ビデオ ネットワークの VCS Control 
の設定がすでに実行されている必要があります。 

次の項目が設定されていることを確認します。 

1. ビデオ ネットワークの SIP ドメイン：SIP 登録およびプレゼンス処理に必要です。 

小規模なテストおよびデモ ネットワークでは、この設定は「Lync ゲートウェイ」VCS と同じ VCS 
で実行されることに注意してください。 

ビデオ ネットワーク エンドポイントの SIP ドメインがビデオ ネット

ワークの VCS Control で設定されていることの確認 
SIP エンドポイントは、user-id@sip-domain 形式の URI で Cisco VCS Control に登録されます。こ

れらの登録を受け入れる VCS Control は、登録を受け入れるように、SIP ドメイン情報を使用して設

定されている必要があります。 

1. [ドメイン（Domains）] ページに移動します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [SIP] > [ドメイン（Domains）]）。 

2. ドメインが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、次のようにします。 

a. [新規（New）] をクリックします。 

b. [名前（Name）] を、たとえば、vc.ciscotp.com に設定します。 

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

 
3. 使用するその他のすべてのドメイン（mcu.ciscotp.com など）に対して繰り返します。 

Lync の設定 
VCS Control に登録されているエンドポイントから VCS Control に登録されている他のエンドポイン

トへのコールを許可するために、Lync で行う設定はありません。 
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ビデオ ネットワークへのビデオ エンドポイントの登録 

ビデオ エンドポイントの設定 
H.323 では、次のようにエンドポイントを設定します。 

 H.323 ID（david.jones.office@vc.ciscotp.com など） 

 H.323 コール セットアップ = ゲートキーパー 

 ゲートキーパーの IP アドレス = VCS Control（クラスタ）の IP アドレスまたは FQDN 

SIP では、次のようにエンドポイントを設定します。 

 SIP アドレス（URI）（alice.parkes.office@vc.ciscotp.com など） 

 サーバ アドレス（プロキシのアドレス）= VCS Control（クラスタ）の IP アドレスまたは FQDN 

登録の確認 
登録ステータスは、[登録（Registrations）] ページで確認できます（[状況（Status）] > [登録

（Registrations）]）。 

デフォルトでは、VCS Control は VCS Control で設定されている SIP ドメインへのすべての登録を受

け入れます。明示的に個別の登録を許可または拒否することによって、登録を制限できます（詳細に

ついては、『VCS Administrator Guide』の「VCS Configuration」を参照してください）。 

これで、Cisco VCS Control に登録されているエンドポイント間のコールが可能になります。 

設定のテスト 
設定をテストするには、次の手順を実行します。 

1. エンドポイント間で、いくつかのテスト コールを発信します。 

2. コールをクリアします。 

3. VCS Control の [通話履歴（Call history）] ページを確認します（[状況（Status）] > [通話履歴

（Call history）]）。 
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Lync Server に登録されている Lync クライアン

ト間のコールが予想どおりに動作しているかどう

かのチェック  
あらかじめ動作可能になっている必要があります。 

Cisco VCS Control の設定 
Lync に登録されているエンドポイントから Lync Server に登録されている別のエンドポイントへの

コールを行うために、Cisco VCS Control で行う必要がある設定はありません。 

Lync に対するユーザの有効化 
デフォルトで、ユーザは Lync をサポートしません。Lync をサポートする必要があるユーザが、その

ように有効化されていることを確認し、有効化されていなければ有効化します。これは、Lync Server 
コントロール パネルまたは Windows PowerShell コマンドで実行できます。 

Lync Server コントロール パネルを使用するには、[スタート（Start）] メニューから [Lync Server コ
ントロール パネル（Lync Server Control Panel）] を選択するか、デスクトップ アイコンがあれば、

それをクリックします。 

 

Lync Server コントロール パネルで [ユーザー（Users）] メニューを選択します。通信サーバに対し

て有効化されているユーザが表示されます。 

 

新規のユーザを追加するには、次の手順を実行します。 

1. [ユーザーを有効にする（Enable users）] を選択します。 

2. [追加（Add）] をクリックします。 

3. ユーザを検索して選択します（David Jones など）。 
注：ユーザを検索するには、そのユーザが Active Directory で定義されている必要があります。 
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4. 通信サーバ プールを選択して、ユーザに割り当てます。 

5. 優先方式に [ユーザーの SIP URI を生成（Generate user’s SIP URI）] を選択します。 

6. ユーザの [テレフォニー（Telephony）] タイプを選択します。 
 

 

これは、コマンド「enable-csuser」を使用することで、CSPS で単一のコマンドによって実行でき

ます。 

次に例を示します。 
enable-csuser -identity "ciscotp\david.jones" -registrarpool "feppool.ciscotp.com" 
-sipaddress sip:david.jones@ciscotp.com 
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Lync Server への Lync クライアントの登録 

Lync クライアントの設定 
1. Lync クライアントをインストールします。 

2. Lync クライアントの [サインイン（Sign in）] 画面で、  アイコンをクリックするか、アイコン

の横にあるメニューの矢印を選択し、[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択しま

す。 

3. [個人（Personal）] を選択します。 

4. 必要に応じて [サインイン アドレス（Sign-in address）] を設定します。これは、Lync の SIP 
URI です。このユーザに、ビデオ ネットワークのビデオ エンドポイントもある場合、この URI 
は B2BUA 登録 FindMe ユーザ ID で設定される URI（後で設定します）と同じになります

（david.jones@ciscotp.com など）。 

 
5. [詳細設定（Advanced）] をクリックします。 

 
6. 実稼働環境で、[自動設定（Automatic Configuration）] が選択されていることを確認します。 

これが機能していない場合は、[手動設定（Manual configuration）] を選択して [内部サーバ名ま

たは IP アドレス（Internal server name or IP address）] に Lync Server の FQDN を設定しま

す。 
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7. [OK] をクリックして [オプション（Options）] ダイアログに戻ります。 

8. [OK] をクリックして [Lync - オプション（Lync - Options）] パネルに戻ります。 

9. [サインイン（Sign In）] をクリックします。 

10. [ユーザ名（User name）] は、ユーザの Active Directory 名です。この名前は、サインイン アド

レスと同じ場合と異なる場合があります。 

注：[ユーザ名（User name）] は、ネットワークの接続方法に応じて <user>@<domain> ではな

く、<domain>\<user> の形式が必要になることがあります。たとえば、

david.jones@ciscotp.com ではなく、ciscotp\david.jones となります。 

11. [パスワード（Password）] を入力します。これは、このユーザの AD パスワードです。 

 
12. [サインイン（Sign In）] をクリックします。 
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設定のテスト 
Lync エンドポイント間でビデオ通話を行うには、次の手順を実行します。 

1. 通話相手をダブルクリックします。 

 
2. [ビデオ通話の開始（Start a Video Call）] をクリックします。 

3. 受信側 Lync クライアントでコールに応答します。 
 



Lync に登録された Lync クライアントにコールするための、ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントの有効化 
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Lync に登録された Lync クライアントにコールす

るための、ビデオ ネットワークに登録されたエン

ドポイントの有効化 
これは、次の 4 段階で設定されます。 

 ビデオ ネットワーク Cisco VCS Control の設定 

 「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定（パート 1） 

 Lync Server の設定 

 「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定（パート 2） 

ビデオ ネットワーク：Cisco VCS Control の設定 
ビデオ ネットワークには、「Lync ゲートウェイ」へのリンクが必要です。このリンクを設定するに

は、次の手順を実行します。 

1. 「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）へのネイバー ゾーンを設定します。 

2. 共有 Lync ドメインへのコールをルーティングするための検索ルールを、「Lync ゲートウェイ」

VCS（クラスタ）に設定します。 

3. Lync でサポートされる（ただし、ビデオ ネットワークではサポートされない）他のドメインへ

のコールをルーティングするための検索ルールを、「Lync ゲートウェイ」VCS クラスタに設定

します。これは存在しない場合もあります。 

小規模なテストおよびデモ ネットワークでは、この設定は必要ありません。ビデオ ネットワーク 
VCS は、Cisco「Lync Server ゲートウェイ」VCS です。「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定

（パート 1）ページの 31 に進んでください。 

ビデオ ネットワーク：「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）へのネ

イバー ゾーンの設定 
1. [ゾーン（Zones）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）]）に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のフィールドを設定します。 
 

名前（Name） 「To Lync gateway」など、適切な名前 

タイプ（Type） ネイバー（Neighbor） 

SIP モード（SIP mode） オン（On） 

SIP ポート（SIP port） 5061（または、TLS モード SIP の「Lync ゲートウェイ」VCS の設定と同

じ値） 

SIP トランスポート（SIP 
transport） 

TLS 

H.323 モード（H.323 
mode） 

オン（On） 
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[ロケーション

（Location）] セクショ

ン： 
[ピア 1 アドレス（Peer 1 
address）] 

「Lync ゲートウェイ」VCS の IP アドレスまたは FQDN（または、「Lync 
ゲートウェイ」VCS クラスタの最初の

 VCS） 

[ロケーション

（Location）] セクショ

ン： 
[ピア 2 アドレス（Peer 2 
address）] から [ピア 6 
アドレス（Peer 6 
address）] 

2 
番目から 6 番目の「Lync ゲートウェイ」クラスタ ピアの IP アドレスまた

は FQDN（存在する場合） 

[詳細設定（Advanced）] 
セクション： 
[ゾーン プロファイル

（Zone profile）] 

デフォルト（Default） 
 

 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 
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ビデオ ネットワーク：Lync ドメインへのコールをルーティングするた

めの検索ルールを、「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）に設定 
1. [検索ルール（Search rules）] ページ（[VCS 設定（VCS 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. 次のフィールドを設定します。 
 
 

ルール名（Rule Name） 「Route to Lync gateway」など、適切な名前 

プライオリティ

（Priority） 
デフォルトのまま。例：100 

ソース（Source） いずれか（Any） 

モード（Mode） エイリアスのパターン照合（Alias pattern match） 
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パターン タイプ

（Pattern type） 
正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern 
string） 

.+@ciscotp\.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） 「To Lync gateway」など、Lync ゲートウェイ ゾーンを選択します 
 

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

 

ビデオ ネットワーク：Lync でサポートされる（ただし、ビデオ ネット

ワークではサポートされない）ドメインへのコールをルーティングする

ための検索ルールを、「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）に設定 
Lync でサポートされる追加ドメインは存在しない可能性がありますが、存在する場合は次の手順を

実行します 

1. [検索ルール（Search rules）] ページ（[VCS 設定（VCS 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. 次のフィールドを設定します。 
 
 

ルール名（Rule Name） 「Route domain xxx to Lync gateway」など、適切な名前 

プライオリティ

（Priority） 
デフォルトのまま。例：100 

ソース（Source） いずれか（Any） 

モード（Mode） エイリアスのパターン照合（Alias pattern match） 
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パターン タイプ

（Pattern type） 
正規表現（Regex） 

パターン文字列（Pattern 
string） 

.+@<relevant domain>.* 

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） 

停止（Stop） 

ターゲット（Target） 「To Lync gateway」など、Lync ゲートウェイ ゾーンを選択します 
 

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

5. たとえば、専用 MCU ドメイン mcu.ciscotp.com の検索ルールなど、追加の検索ルールが必要な

場合は、この手順を繰り返します。 

「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定（パート 1） 
この項は、次の手順で構成されています。 

 「Lync ゲートウェイ」がクラスタの場合は、このマニュアルに各ピアで設定が必要と記載され

ている場合を除いて、クラスタにマスター VCS を設定し、設定が他のピアに自動的に複製でき

るようにします。 

 「Lync ゲートウェイ」が単一の VCS の場合は、その VCS で設定を行います。 

VCS と Lync 間では TLS 接続を使用することを推奨します。（HLB および Lync ディレクタまたはそ

のいずれかを含む Lync 設定では TCP が機能しないことがあり、TCP を使用すると暗号化を使用で

きなくなります）。 

「Lync ゲートウェイ」VCS Control を設定するには、次の手順を実行します。 

1. Cisco VCS で秘密キー、ルート証明書、およびサーバ証明書を生成してロードします。 

2. 「Lync ゲートウェイ」VCS の SIP ドメインを設定します。 

3. DNS を設定します。 

4. クラスタ名が設定されていることを確認します。 

5. NTP サーバを設定します。 

6. SIP 構成の TLC をオンにします。 

「Lync ゲートウェイ」：「Lync ゲートウェイ」VCS Control で秘密

キー、CA 証明書、およびサーバ証明書を生成してロード（TCP 接続を

使用する場合は不要） 
Cisco VCS で CA 証明書、サーバ証明書、および秘密キーを取得してロードします。 

TLS 相互認証のため、サーバ証明書をクライアント証明書としても使用できるようにする必要がある

ことに注意してください。 

単一のサーバ証明書を作成して「Lync ゲートウェイ」クラスタをカバーするか、各 Cisco VCS に対

してサーバ証明書を作成できます。「Lync ゲートウェイ」が非クラスタ VCS の場合は、「各 Cisco 
VCS のサーバ証明書」の項に従います。 

VCS の証明書の作成方法の詳細については、『Cisco VCS Certificate Creation and Use Deployment 
Guide』に記載されています。 
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各クラスタ ピアにロード可能な単一のサーバ証明書： 

証明書では、次が指定されている必要があります。 

 サブジェクト名：lyncvcs.ciscotp.com など、VCS クラスタの FQDN（DNS ドメインと連結した 
DNS ローカル ホスト名）  

 サブジェクトの別名：lyncvcs.ciscotp.com, vcs01.ciscotp.com, vcs02.ciscotp.com など、VCS ク
ラスタの FQDN および VCS ピアのルーティング可能な FQDN のカンマ区切りリスト 

各 Cisco VCS のサーバ証明書： 

各「Lync ゲートウェイ」VCS に対する証明書を作成する必要があります。証明書では、次が指定さ

れている必要があります。 

 サブジェクト名：vcs01.ciscotp.com など、VCS ピアの FQDN 

サブジェクト名がクラスタの一部の場合は、次を指定します。 

 サブジェクトの別名：lyncvcs.ciscotp.com, vcs01.ciscotp.com など、VCS クラスタの FQDN お
よび VCS ピアのルーティング可能な FQDN のカンマによって区切られたリスト 

証明書のロード： 
 VCS の信頼済み CA 証明書は、[信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）] ページ（[メン

テナンス（Maintenance）] > [証明書の管理（Certificate management）] > [信頼できる CA 証明

書（Trusted CA certificate）]）でロードされます。 

 VCS のサーバ証明書は、[サーバ証明書（Server certificate）] ページ（[メンテナンス

（Maintenance）] > [証明書の管理（Certificate management）] > [サーバ証明書（Server 
certificate）]）でロードされます。 

「Lync ゲートウェイ」：「Lync ゲートウェイ」VCS の SIP ドメイン

の設定 
B2BUA に登録されている FindMe ユーザには、Lync サーバの共有ドメインを認証するための「Lync 
ゲートウェイ」VCS が必要です。 

1. [ドメイン（Domains）] ページに移動します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [SIP] > [ドメイン（Domains）]）。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. [名前（Name）] に ciscotp.com を設定します。 

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

 

「Lync ゲートウェイ」：DNS とローカル ホスト名の設定 

DNS サーバの詳細の設定 

「Lync ゲートウェイ」VCS は、同じ DNS サーバを Lync Server として使用するように設定する必要

があります。 

Lync Server を実行しているマシンで、次の手順を実行します。 
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1. Windows の [スタート（Start）] メニューで、[ファイル名を指定して実行（Run）] を選択しま

す。 

2. [名前（Open）] フィールドに cmd と入力し、[OK] をクリックします。コマンド ウィンドウが開

きます。 

3. cmd.exe ウィンドウで、次を入力します。 
ipconfig /all 

4. DNS サーバをメモします。 

注：DNS サーバの IP アドレスが 127.0.0.1 の場合は、Lync Server が同じハードウェア上の DNS 
サーバを使用しています。Cisco VCS には、127.0.0.1 と入力する代わりに、Lync Server プラット

フォームの IP アドレスを使用します。 

各「Lync ゲートウェイ」VCS Control ピアで、次の手順を実行します。 

1. [DNS] ページ（[システム（System）] > [DNS]）に移動します。 
 

2. Lync Server が使用する DNS サーバが、VCS に必要なすべての DNS ルックアップを提供できる

場合は、次の手順を実行します。 

a. 前にメモしておいた DNS サーバの IP アドレスを、[デフォルト DNS サーバ アドレス 1
（Default DNS Server Address 1）] に設定します。 

b. Lync Server に 2 つ以上の DNS サーバが定義されている場合は、追加のサーバの IP アドレ

スを追加のデフォルト DNS サーバのフィールド（[アドレス 2（Address 2）]、[アドレス 3
（Address 3）] など）に設定します。 

 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

3. VCS が、通常のコールには他の DNS サーバを使用し、Lync アクセスには Lync DNS サーバだ

けを使用する必要がある場合は、次の手順を実行します。 

a. [デフォルト DNS サーバ（Default DNS servers）] を Lync が関連していない通常の DNS 動
作に使用されるサーバに設定し、[ドメインごとの DNS サーバ（Per-domain DNS servers）] 
セクションを次のように設定します。 

 

アドレス 1（Address 
1） 

Lync Server で使用される DNS サーバの IP アドレス 

ドメイン名（Domain 
names） 

Lync と共有されるドメイン 

[アドレス 2（Address 
2）] ～ [アドレス 5
（Address 5）] 

これらのフィールドは、Lync Server が 2 つ以上の DNS サーバを使用す

る場合のみ使用します 

[ドメイン名 2
（Domain names 2）] 
～ [ドメイン名 5
（Domain names 5）] 

これらのフィールドは、Lync Server が 2 つ以上の DNS サーバを使用す

る場合のみ使用します 
Lync と共有されるドメインを設定します 

b. [保存（Save）] をクリックします。 

ローカル ホスト名および DNS ドメインが設定されていることの確認 

各「Lync ゲートウェイ」VCS ピアで、一意のローカル ホスト名が設定され、DNS のドメイン名が

設定されていることを確認します。 

1. [DNS] ページ（[システム（System）] > [DNS]）で、次を設定します。 

a. [ローカル ホスト名（Local host name）] に、この Cisco VCS の一意のホスト名を設定しま

す。 

b. [ドメイン名（Domain name）] に、この Cisco VCS のドメイン名を設定します。 
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2. [保存（Save）] をクリックします。 

次の点に注意してください。 

 DNS の [ドメイン名（Domain name）] と結合する [ローカル ホスト名（Local host name）] 
は、この VCS のルーティング可能な FQDN です。 

 これらの項目が設定されず、Lync Server と VCS 間の接続が TLS の場合は、ネイバー ゾーンが

アクティブになって VCS が Lync Server にメッセージを送信できますが、VCS に返すための 
TLS 接続を Lync Server が開かないため、Lync から VCS にコールが送信されず、その他にも予

期せぬ動作が発生します。 

「Lync ゲートウェイ」：クラスタ名が設定されていることの確認 
これは、Cisco VCS がクラスタの一部であるかどうかにかかわらず設定する必要があります。この値

は、FindMe およびクラスタリングで使用されます。 

各「Lync ゲートウェイ」VCS ピアで、クラスタ名が同じであり、クラスタの FQDN となるように設

定されていることを確認します。これは、クラスタが作成されたときに、設定されている必要があり

ます。詳細については、『Cisco TelePresence Video Communication Server Cluster Creation and 
Maintenance Deployment Guide （X7.0）』を参照してください。クラスタ名を変更する必要がある

場合は、そのマニュアルの手順に従ってください。 

「Lync ゲートウェイ」：NTP サーバの設定 
各「Lync ゲートウェイ」VCS Control ピアで、次の手順を実行します。 

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

2. [NTP サーバ 1（NTP server 1）] に NTP サーバの IP アドレスを設定します。 

3. [NTP サーバ 2（NTP server 2）] に追加の NTP サーバの IP アドレスを設定します（任意）。 

4. Cisco VCS の場所に応じて、適切な [タイム ゾーン（Time zone）] を設定します。 

 

Windows サーバ（Lync Server）が使用しているタイム ゾーンを確認するには、Windows のコマンド

ラインで「net time /querysntp」と入力します。 

「Lync ゲートウェイ」：SIP 構成内の TLC をオンにする 
 

1. [SIP] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP] > [設定

（Configuration）]）に移動します。 

2. [TLS モード（TLS mode）] が [オン（On）] になっていることを確認します。 
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Lync Server の設定 
設定は、Lync Server インストールのアーキテクチャによって異なります。 

 Lync ディレクタを使用している場合には、「Lync ゲートウェイ」Cisco VCS を信頼し、トラ

フィックを Cisco VCS にルーティングするように Lync ディレクタ（プール）を設定します。ビ

デオ ドメインに関するコールを受信する他の FEP は、それらのコールをルーティングする方法

を知らない場合があり（Lync SIP ルーティング設定に依存）、ルーティングのためにそれらの

コールをディレクタ プールに渡す場合があります。 

 FEP プールのセットの前にハードウェア ロード バランサが存在する場合には、各 FEP プールを

設定します。 

 単一の FEP の場合には、それを設定します。 

「Lync ゲートウェイ」Cisco VCS が Lync Server と通信できるようにするには、次の手順を実行し

ます。 

1. 「Lync ゲートウェイ」Cisco VCS と Lync Server 間の TLS（暗号化シグナリング）の場合（推

奨）： 

• Lync Server で TLS を許可する必要があります  

TCP 接続の場合（非推奨）： 

• Lync Server で TCP を許可する必要があります  

2. 「Lync ゲートウェイ」Cisco VCS を信頼するように Lync Server を設定する必要があります。 

3. Lync Server のメディア暗号化機能を設定します。 

「Lync ゲートウェイ」VCS（クラスタ）の信頼 
Lync の信頼は、単一の「Lync ゲートウェイ」VCS または複数の VCS（たとえば「Lync ゲートウェ

イ」VCS のクラスタを使用する場合）に対して設定できます。 

Lync Server 上で、次の手順を実行します。 

1. [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > 
[Lync Server 管理シェル（Lync Server Management Shell）] を選択します。 

2. 1 つまたは複数の Lync ゲートウェイ VCS を Lync Server の信頼できるアプリケーションとして

設定します（VCS は、Lync Server によってアプリケーションとして扱われます）。 

• 「New-CsTrustedApplicationPool」コマンドと次のパラメータを使用します。 

-Identity：Lync ゲートウェイ VCS クラスタ FQDN を指定します。この名前は、証明書に

指定した名前と一致している必要があることに注意してください。 

-ComputerFqdn：たとえば vcs01.ciscotp.com など、Lync ゲートウェイ VCS ピア FQDN を
指定します（クラスタを実行している場合には、マスター VCS FQDN を指定します）。こ

の名前は、証明書に指定した名前と一致している必要があることに注意してください。 

-Registrar：Lync プールに対するレジストラの FQDN を指定します 

-Site：このアプリケーション プールがホームとする siteID を指定します 

注：「Get-CsSite」コマンドでは、サイト（SiteID）および関連するプールの全リストを取

得できます。 

-RequiresReplication：プール間で、この信頼できるアプリケーションの複製を禁止する

ように指定します（$false にする必要があります） 

-ThrottleAsServer：信頼できるデバイスがサーバであり、クライアントではないことがわ

かっているため、メッセージのスロットリングを軽減します（$true にする必要がありま

す） 
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-TreatAsAuthenticated：このアプリケーションは、デフォルトで認証されていることを指

定します（$true にする必要があります） 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP>New-CsTrustedApplicationPool -Identity 
lyncvcs.ciscotp.com -ComputerFqdn vcs01.ciscotp.com -Registrar 
feppool.ciscotp.com -site 1 -RequiresReplication $false -ThrottleAsServer 
$true -TreatAsAuthenticated $true 

3. 「Lync ゲートウェイ」VCS のクラスタを使用している場合には、次のコマンドを使用して、信

頼できるアプリケーション プールに対して追加クラスタ ピア番号をコンピュータとして追加し

ます  

「New-CsTrustedApplicationComputer」コマンドと次のパラメータ： 

-Identity：たとえば、vcs02.ciscotp.com など、追加される VCS クラスタの FQDN を指定

します この名前は、証明書に指定した名前と一致している必要があることに注意してくださ

い。 

-Pool：この VCS が追加されるアプリケーション プールの FQDN を指定します（前の手順

で -Identity に使用した FQDN と同じもの。たとえば、lyncvcs.ciscotp.com など）。 

次に例を示します。 
C:\Users\Administrator.CISCOTP> New-CsTrustedApplicationComputer -Identity 
vcs02.ciscotp.com -Pool lyncvcs.ciscotp.com 

4. アプリケーションを、特定のアプリケーション プールに割り当てます。 

• 「New-CsTrustedApplication」コマンドと次のパラメータを使用します。 

-ApplicationID：Lync ゲートウェイ VCS アプリケーションのラベルを指定します（Lync 
内部専用であり、DNS 名ではありません） 

-TrustedApplicationPoolFQDN：Lync ゲートウェイ VCS FQDN（または、存在する場合

には Lync ゲートウェイ VCS クラスタ名）を指定します 

-Port：ネイバーに使用する TLS/TCP ポートを指定します。これには、VCS 上の B2BUA 
詳細設定の [Lync コール通信のための B2BUA 上のポート（Port on B2BUA for Lync call 
communications）] として設定されたポートを設定する必要があります（デフォルトは 
65072）。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP>New-CsTrustedApplication -ApplicationId 
VCSApplication1 -TrustedApplicationPoolFqdn lyncvcs.ciscotp.com -Port 65072 

5. 設定を適用します 

• 「Enable-CsTopology」コマンドを使用します。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP>Enable-CsTopology 

Lync Server でピアになっているすべての VCS が、信頼できる正しいアプリケーション プールに割

り当てられていることを確認するには、LSCP（Lync Server コントロール パネル）で [トポロジ

（Topology）] > [ステータス（Status）] を選択します。 
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信頼できるアプリケーション、およびそれが正しいアプリケーション プールに割り当てられているこ

とを確認するには、LSCP（Lync Server コントロール パネル）で [トポロジ（Topology）] > [信頼済

みアプリケーション（Trusted Application）] メニューを選択します。 

 

Lync Server メディア暗号化機能の設定 
デフォルトでは、Lync Server にとって暗号化メディアの使用が必須です。ただし、Lync SRTP で使

用されるヘッダーは、ビデオ ネットワーク デバイスで使用されるものとは異なります。 

「Lync ゲートウェイ」VCS 上で [拡張 OCS コラボレーション（Enhanced OCS Collaboration）] オ
プション キーが有効な場合には、VCS は、これらのヘッダーに対してオンザフライの変更を実行す

る機能を提供します。 

Lync の暗号化機能の設定方法は、次によって異なります。 

 Lync と「Lync ゲートウェイ」VCS の間の接続が TLS によるものか? 
TLS 以外の場合には、暗号キーが渡されないため（セキュアな暗号化されたシグナリング リン

クを介してのみ送信できます）、Lync Server 上で暗号化を必須にできません。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS で、[拡張 OCS コラボレーション（Enhanced OCS Collaboration）] 
オプション キーが有効になっているか?  
有効でない場合には、Lync Server 上で暗号化を必須に設定できません。 

 「Lync ゲートウェイ」が B2BUA を使用しているか? 
使用していない場合には、Lync Server 上とビデオ ネットワーク内で暗号化を同じにする必要が

あります。 
B2BUA が使用されている場合で、（B2BUA 詳細設定の）[暗号化（Encryption）] が [自動

（Auto）] に設定されている場合には、B2BUA で、Lync 側で暗号化されビデオ側で暗号化され

ないコール、両側で暗号化されたコール、および両側で暗号化されないコールが許可されます。

ただし、「Lync 側で暗号化され、ビデオ側で暗号化されない」シナリオは、B2BUA が空の 
INVITE を VCS から受信する場合にのみ可能です。たとえば、H.323 から SIP へのインターワー

クが考えられます。Lync が暗号化を要求するように設定されていて、VCS 側のエンドポイント

がメディア暗号化をサポートしていない場合には、暗号化機能の不一致により Lync がコールを

ドロップするため、Lync からこのエンドポイントへのコールが失敗します。 

 すべてのメディア エンドポイントが暗号化メディアをサポートするか、またコールの開始時に暗

号化メディアを提供するか? 
提供しない場合には、関連する VCS を設定して、そのエンドポイントのゾーン/サブゾーンの 
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[メディア暗号化ポリシー（Media encryption policy）] に [暗号化の強制（Force encrypted）] を
設定します。 

Lync では、値として RequireEncryption、SupportEncryption、DoNotSupportEncryption が可能

です。 

Lync が暗号化を処理する方法を設定するには、次のコマンドを使用します。 

「set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel <value>」 

ここで、<value> には次のいずれかを指定します。 

RequireEncryption、SupportEncryption、DoNotSupportEncryption。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP> set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel 
supportencryption 

次の点に注意してください。 

 このパラメータは、Lync クライアントに渡されて、その動作に影響を与える値です。この変更

を Lync クライアント上で有効にするには、ログアウトしてから、Lync クライアントにもう一度

ログインします。 
プール全体に渡ってパラメータが共有されるにはしばらく時間がかかるため（最大 1 時間）、場

合によっては Lync クライアントが再起動して新しい値を取得するまで、しばらく待つ必要があ

ります。 

 [拡張 OCS コラボレーション（Enhanced OCS Collaboration）] オプション キーがインストール

され、Cisco VCS と Lync Server の接続が TLS の場合には、set-CsMediaConfiguration –
EncryptionLevel RequireEncryption コマンドのデフォルト設定を使用できます。ただし、

Lync 上で RequireEncryption が設定されている場合には、すべてのビデオ エンドポイントが暗

号化をサポートするか、または関連するゾーンまたはサブゾーンに対する VCS の [メディア暗号

化ポリシー（Media encryption policy）] に [暗号化の強制（Force encrypted）] が設定されている

必要があります。その他の場合には、コールが失敗します。代わりに、SupportEncryption の使

用を検討してください。 
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「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定（パート 2） 
この項は、次の手順で構成されています。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS で B2BUA を設定します。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS で B2BUA の信頼できるホストを設定します。 

 共有 Lync ドメインへのコールを（B2BUA で）ルーティングするための検索ルールを、Lync に
設定します。 

 Lync でサポートされている（ただし、ビデオ ネットワークではサポートされていない）他のド

メインへのコールを（B2BUA で）ルーティングするための検索ルールを、Lync に設定します。 
- 存在しない場合もあります。 

「Lync ゲートウェイ」VCS での B2BUA の設定 
B2BUA を設定する際に設定する 2 つのフィールドは、Lync 環境にシグナリングを送信するための 
B2BUA の宛先アドレスおよび宛先ポートです。入力する必要がある値は、Lync 環境の構造に依存し

ます。 
 

Lync 環境 設定するシグナリングの宛先アドレスとポート 

Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バラン

サが前段にある 
ハードウェア ロード バランサ 

Lync ディレクタまたはディレクタ プールが前段に

ある 
Lync ディレクタ（プール） 

Lync ディレクタは存在しないが、フロント エンド 
プロセッサの前にハードウェア ロード バランサが

ある 

ハードウェア ロード バランサ 

単一の FEP FEP 
 

1. [Microsoft Lync B2BUA の設定（Microsoft Lync B2BUA configuration）] ページ（[アプリケーシ

ョン（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [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。 
 

Microsoft Lync B2BUA 有効（Enabled） 

Lync シグナリング宛先アドレス（Lync 
signaling destination address） 

dirpool.ciscotp.com など、上記で指定されたデバイスの IP 
アドレスまたは FQDN 

Lync シグナリング宛先ポート（Lync 
signaling destination port） 

上記で指定したデバイスによって使用される IP ポート

（通常は 5061） 

Lync シグナリング トランスポート（Lync 
signaling transport） 

TLS 

FindMe ユーザをクライアントとして Lync 
で登録する（Register FindMe users as 
clients on Lync） 

はい（Yes） 

Lync ドメイン（Lync domain） ciscotp.com などの Lync ドメインを選択します 

この B2BUA に対してトランスコーダを有効

化（Enable transcoders for this B2BUA） 
AM GW が使用されない場合は、[いいえ（No）] を選択し

ます。 
AM GW が使用される場合は、「付録 7：B2BUA と AM 
GW の統合について」を参照してください 
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TURN サービスを提供（Offer TURN 
Services） 

いいえ（No） 

暗号化（Encryption） 自動（Auto） 

B2BUA メディア ポート範囲の先頭

（B2BUA media port range start） 
デフォルトの 56000 のままにします 

B2BUA メディア ポート範囲の末尾

（B2BUA media port range end） 
デフォルトの 57000 のままにします 

ホップ数（Hop count） デフォルトの 70 のままにします 

VCS 通信用の B2BUA のポート（Port on 
B2BUA for VCS communications） 

デフォルトの 65070 のままにします 

Lync コール通信用の B2BUA のポート

（Port on B2BUA for Lync call 
communications） 

デフォルトの 65072 のままにします 

Lync プレゼンス通信用の B2BUA のポート

（Port on B2BUA for Lync presence 
communications） 

デフォルトの 10011 のままにします 

 

3. [保存（Save）] をクリックします。 
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B2BUA を有効にすると、「To Microsoft OCS/Lync server via B2BUA」と呼ばれる設定不能なネイバ

ー ゾーンが自動的に設定されます。 

 

「Lync ゲートウェイ」VCS 上での B2BUA の信頼できるホストの設定 
VCS によって信頼される必要がある Lync デバイスは、Lync 環境の構造に依存します。 
 

状況 信頼するもの 

Lync 環境からスタティック ルートが作成される 「Lync ゲートウェイ」VCS にトラフィックを送信する 
Lync FEP 

Lync 環境に、Lync ディレクタの前のハードウェア 
ロード バランサが前段にある 

ハードウェア ロード バランサおよび Lync ディレクタ 

Lync 環境に、Lync ディレクタが前段にある Lync ディレクタ 

Lync 環境に Lync ディレクタは存在しないが、フロ

ント エンド プロセッサの前にハードウェア ロード 
バランサがある 

ハードウェア ロード バランサと Lync FEP 
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状況 信頼するもの 

Lync は単一の FEP Lync FEP 
 

1. [Microsoft Lync B2BUA の信頼できるホスト（Microsoft Lync B2BUA trusted hosts）] ページ

（[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [B2BUA の信頼できるホス

ト（B2BUA trusted hosts）]）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。 
 

名前（Name） Lync デバイスを識別する名前 

IP アドレス（IP 
address） 

デバイスの IP アドレス 

タイプ（Type） Lync デバイス（Lync device） 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

4. 信頼される必要があるすべての Lync デバイスが追加されるまで、これらの手順を繰り返しま

す。 
 

 

共有 Lync ドメインへのコールを（B2BUA で）ルーティングするため

の検索ルールを Lync に設定 
検索ルールは、Lync に転送する URI を指定するために使用されます（たとえば、宛先のドメインの

一致、または URI 内のいくつかの要素の一致）。 

また、URI は、ネイバーに送信する前に、ルールを使用して変換できます。たとえば、ドメインの追

加または変更、ユーザ ID プレフィックスの追加、削除、または変換、さらに user=phone など追加

のタグを SIP URI に追加することもできます（user=phone の詳細については、付録 8：Lync コール
への Cisco VCS の TEL URI 処理を参照してください）。 

このシナリオでは、ciscotp.com ドメインの項目が照合されます（そして、B2BUA で Lync に渡され

ます）。変換は不要です。 

1. [検索ルール（Search rules）] ページ（[VCS 設定（VCS 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. 検索ルールを設定し、.+@ciscotp.com.* の形式の URI へのすべてのコールが Lync に転送され

るようにします。（プレゼンス メッセージングを処理するため、ドメインの末尾に .* が付くこ

とにより、SIP メッセージングでドメインの後に続くパラメータが保持されます）。 
 

ルール名（Rule Name） To Lync 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） いずれか（Any） 
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モード（Mode） エイリアスのパターン照合（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） 

.+@ciscotp\.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） 

停止（Stop） 

ターゲット ゾーン（Target 
zone） 

To Microsoft Lync server via B2BUA 

 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

 

詳細については、『VCS Administrator Guide』の「Zones and Neighbors」の項を参照してくださ

い。 

注：Any alias の [モード（Mode）] を使用しないでください。常に、できるたけ正確に Lync ドメイ

ンに一致するパターン文字列を使用して、Lync によって処理されるコール、通知、およびその他の

メッセージだけが Lync に送信されるようにします。 

Any alias を選択した場合、Lync によってそのコールまたはメッセージがサポートされているかどう

かにかかわらず、すべてのコールとその他のメッセージが Lync にルーティングされ（一致するより

高い優先順位の検索ルールがない場合）、遅延を引き起こしたり、またはコールやプレゼンスなどが

失敗したりする原因となることがあります。 

Lync でサポートされる（ビデオ ネットワークではサポートされない）

他のドメインへのコールを（B2BUA で）ルーティングするための検索

ルールを Lync に設定 
Lync は、共有ドメインである単一のドメインだけをサポートする場合があります。この場合、他の

検索ルールは必要ありません。 

ただし、Lync が他のドメインをサポートしており、ビデオ エンドポイントがこれらのデバイスに

コールできるようにする必要がある場合は、さらに 1 つまたは複数の検索ルールを追加できます。 
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1. [検索ルール（Search rules）] ページ（[VCS 設定（VCS 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. 検索ルールを設定し、関連する URI へのすべてのコールが Lync に転送されるようにします。 
 

ルール名（Rule Name） xxxx To Lync 

プライオリティ（Priority） 100 

ソース（Source） いずれか（Any） 

モード（Mode） エイリアスのパターン照合（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） 

.+@<relevant domain>.* 

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） 

停止（Stop） 

ターゲット ゾーン（Target 
zone） 

To Microsoft Lync server via B2BUA 

 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

注：Any alias の [モード（Mode）] を使用しないでください。常に、できるたけ正確に Lync ドメイ

ンに一致するパターン文字列を使用して、Lync によって処理されるコール、通知、およびその他の

メッセージだけが Lync に送信されるようにします。 

Any alias を選択した場合、Lync によってそのコールまたはメッセージがサポートされているかどう

かにかかわらず、すべてのコールとその他のメッセージが Lync にルーティングされ（一致するより

高い優先順位の検索ルールがない場合）、遅延を引き起こしたり、またはコールやプレゼンスなどが

失敗したりする原因となることがあります。 

5. Lync でサポートされている（ビデオ ネットワークでは使用されない）すべてのドメインでこの

手順を繰り返します。 

 
 

これで、ビデオ ネットワークで登録された SIP/H.323 エンドポイントと Lync Server で登録された 
Lync クライアントとの間でコールを発信できるようになります。 

設定のテスト 
ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントから、Lync Server に登録された Lync クライアン

トへのコールをテストします。 

たとえば、Cisco VCS Control に登録された SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントの両方か

ら、david.jones@ciscotp.com または alice.parkes@ciscotp.com にコールします。 

Lync for Mac を使用し、AMGW がインストールされていない場合、Lync for Mac には標準ベースの

エンドポイントによってサポートされているビデオ コーデックがないため、コールはオーディオのみ

のコールになります。 
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ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイント

をコールするための、Lync Server に登録された 
Lync クライアントの有効化 

「Lync ゲートウェイ」VCS Control の設定 
 「Lync ゲートウェイ」VCS に、ビデオ ネットワークが含まれるネイバー ゾーンを設定します。 

 ビデオ ネットワーク ドメインでコールをルーティングする 1 つ以上の検索ルールを、ビデオ 
ネットワークに設定します（MCU ドメインを使用する場合は、そのルールを含みます）。 

小規模なテストおよびデモ ネットワークでは、この設定は必要ありません。ビデオ ネットワーク 
VCS は、「Lync ゲートウェイ」VCS です。この項を省略して、FindMe ユーザ用の Lync Active 
Directory 設定 ページの 48 に進んでもかまいません。 

「Lync ゲートウェイ」VCS への、ビデオ ネットワークが含まれるネイ

バー ゾーンの設定 
1. [ゾーン（Zones）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン

（Zones）]）に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

暗号化されたコールを処理できるようにするため、「Lync ゲートウェイ」VCS への接続で TLS 
による SIP を使用して通信することを推奨します。 
 

3. 次のフィールドを設定します。 
 

名前（Name） 「To Video network」 

タイプ（Type） ネイバー（Neighbor） 

SIP モード（SIP mode） オン（On） 

SIP ポート（SIP port） 5061 
（または、ビデオ ネットワーク Cisco VCS に TLS モード SIP 用
として設定されたものと同じ値） 

SIP トランスポート（SIP 
transport） 

TLS 

H.323 モード（H.323 mode） オン（On） 

[ロケーション（Location）] セク

ション： 
[ピア 1 アドレス（Peer 1 
address）] 

ビデオ ネットワーク Cisco VCS の IP アドレスまたは FQDN（ま

たは、ビデオ ネットワーク クラスタの最初の
 Cisco VCS） 

[ロケーション（Location）] セク

ション： 
[ピア 2 アドレス（Peer 2 
address）] から [ピア 6 アドレス

（Peer 6 address）] 

2 
番目から 6 番目のビデオ ネットワーク クラスタ ピアの IP アド

レスまたは FQDN（存在する場合） 
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[詳細設定（Advanced）] セクショ

ン： 
[ゾーン プロファイル（Zone 
profile）] 

デフォルト（Default） 
 

 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

 

ビデオ ネットワーク ドメインでコールをルーティングする検索ルール

をビデオ ネットワークに設定 
 

1. [検索ルール（Search rules）] ページ（[VCS 設定（VCS 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. 次のフィールドを設定します。 

4. ビデオ ネットワークでサポートされているドメインに一致する検索ルールを設定します。 
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ルール名（Rule Name） 「Route to Video network」など、適切な名前 

プライオリティ（Priority） デフォルトのまま。例：100 

ソース（Source） いずれか（Any） 

モード（Mode） エイリアスのパターン照合（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） 

.+@vc\.ciscotp\.com.* など、 
ビデオ ネットワーク ドメインにある文字列 

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 ゾーン（Target 
zone） 

「To Video network」などの、ビデオ ネットワーク ゾーンを選択しま

す。 
 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

 
6. 各ビデオ ネットワーク ドメインにルールが設定されるまで繰り返します（たとえ

ば、.+@mcu.ciscotp.com 用の検索ルールを追加します）。 

FindMe ユーザ用の Lync Active Directory 設定 
Lync Server に登録する「Lync ゲートウェイ」VCS 上のすべての FindMe アカウントに対して、

Active Directory ユーザ アカウント（Lync と同じドメインを持つ FindMe アカウント）が存在するこ

とを確認します。 

Lync ユーザの Active Directory を実行している PC で、次の手順を実行します。 

1. [スタート（Start）] > [コントロール パネル（Control Panel）] > [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [Active Directory ユーザとコンピュータ（Active Directory Users and Computers）]  
または [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [管理ツール

（Administrative Tools）] > [Active Directory ユーザとコンピュータ（Active Directory Users and 
Computers）] を選択します。 
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2. 必要なドメインの下の「Users」フォルダを選択します。 

 

作成する必要がある新しいユーザごとに、次の手順を実行します。 

3. 現在のコンテナで  [新しいユーザの作成（Create new user）] をクリックするか、または [ア
クション（Action）] > [新規（New）] > [ユーザ（User）] を選択します。 
 

  
4. 次のフィールドを設定します。 
 

名（First name） ユーザの名 

姓（Last name） ユーザの姓 

ユーザ ログオン名（User 
logon name） 

ユーザのログオン名 

 

5. [Next（次へ）] をクリックします。 

6. 次のフィールドを設定します。 
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パスワード（Password） ユーザのパスワード 

パスワードの確認

（Confirm Password） 
パスワードを再入力します。 

パスワードを無期限にする

（Password Never 
Expires） 

このチェックボックスを選択します。 

 

7. [Next（次へ）] をクリックします。 

8. [終了（Finish）] をクリックします。 

9. Lync 用にユーザを有効にします。 

これは、Lync Server コントロール パネル（LSCP）または Windows PowerShell コマンドを使

用して実行できます。 

Lync Server コントロール パネルを使用するには、[スタート（Start）] メニューから [Lync 
Server コントロール パネル（Lync Server Control Panel）] を選択するか、デスクトップ アイコ

ンがあれば、それをクリックします。 

 
 
a. Lync Server コントロール パネルで、[ユーザー（Users）] メニューに移動します。通信サー

バですでに有効化されているユーザが表示されます。 

 
b. 新しいユーザを追加するには、[ユーザーを有効にする（Enable users）] を選択します。 



ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントをコールするための、Lync Server に登録された Lync クライアントの有効化 

 

Cisco VCS 導入ガイド：Microsoft Lync 2010 および Cisco VCS X7.2 ページ 51/ 93 
  

 
c. [追加（Add）] をクリックします。 

 
d. VCS FindMe ユーザを検索して選択します 

注：ユーザを検索するには、そのユーザが Active Directory ですでに定義されている必要が

あります。 
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e. 通信サーバ プールを選択して、ユーザに割り当てます。 

f. 優先方式に [ユーザーの SIP URI を生成（Generate user’s SIP URI）] を選択します。 

g. ユーザの [テレフォニー（Telephony）] タイプを選択します。 

これは、enable-csuser コマンドを使用することで、CSPS で単一のコマンドによって実行でき

ます。 

次に例を示します。 
enable-csuser -identity "ciscotp\david.jones" -registrarpool 
"feppool.ciscotp.com" -sipaddress sip:david.jones@ciscotp.com 

「Lync ゲートウェイ」VCS FindMe の設定 
1. [オプション キー（Option keys）] ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー

（Option keys）]）に移動します。 
「FindMe」キー（116341U00xxxxxxxx）が表示されていることを確認します。 

2. [FindMe の設定（FindMe Configuration）] ページ（[アプリケーション（Applications）] > 
[FindMe] > [設定（Configuration）]）に移動します。 

• [モード（mode）] が [オン（On）] になっていることを確認します。 

3. [発信者 ID（Caller ID）] を [FindMe ID] に設定します。 

FindMe を設定して FindMe ID（エンドポイント ID ではなく）を提示するということは、

FindMe デバイスのプライマリ リストにあるデバイスが発信者 ID として FindMe ID を提供する

ことを意味します。つまり、着信側が発信者 ID で再び呼び出すと、最初にコールを発信したエ

ンドポイントだけでなく、すべての FindMe エンドポイントで呼び出し音が鳴ります。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

sip:test1@cs14.lync2010test.com
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5. VCS が Lync ドメインで権限を持つように設定します。これにより、この VCS によってそのド

メインを持つ FindMe ユーザが処理され、Lync に Lync クライアント デバイスとして登録できま

す。 
[ドメイン（Domains）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル（Protocols）] 
> [SIP] > [ドメイン（Domains）]）に移動します。 

6. [新規（New）] をクリックします。 

7. [名前（Name）] に Lync で共有されるドメインを入力します（ciscotp.com など）。 

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

9. Lync クライアントおよび VCS エンドポイントを共有するユーザごとに、Lync クライアントと

同じ URI を持つ FindMe ユーザ アカウントを VCS に作成します。 

a. [ユーザ アカウント（User accounts）] ページに移動します（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ アカウント（User 
accounts）]）。 

b. [新規（New）] をクリックします。 

c. 次のフィールドを設定します。 
 

ユーザ名

（Username） 
このアカウントを管理するために FindMe ユーザが Cisco VCS にログインする際

に使用するユーザ名 

表示名（Display 
Name） 

ユーザのフルネーム 

電話番号（Phone 
Number） 

ゲートウェイに発信ダイヤルするときに使用される E164 番号 

FindMe ID Lync クライアントと同様に、Lync サーバに登録する Lync のドメインを含む 
URI 

プリンシパル デバ

イス アドレス

（Principal device 
address） 

この FindMe がコールされたときに呼び出すルーティング可能なエンドポイント

の URI/E164 または H.323 ID。 

初期パスワード

（Initial 
password） 

このアカウントを管理するために FindMe ユーザが Cisco VCS にログインする際

に必要なパスワード  
VCS にユーザ認証ソースがリモートとして設定されている場合は設定できません 

パスワードの確認

（Confirm 
Password） 

初期パスワードと同じ 
VCS にユーザ認証ソースがリモートとして設定されている場合は設定できません 

FindMe タイプ

（FindMe type） 
個人（Individual） 

 

10. Lync と共有されるドメインが DNS サーバによって解決できるようにします。通常、これは 
Lync サーバが使用するものと同じ DNS サーバを使用することで最も簡単に行えます。上記の

DNSを参照してください。 
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各 Lync クライアントへのログイン 

Lync サーバは、Lync サーバに登録された Lync クライアントを使用して、FindMe に関連付けられた 
Lync クライアントがログインするまで、他の Lync クライアントに FindMe ユーザのプレゼンスを提

供しません。 

作成された FindMe ユーザごとに、次の手順を実行します。 

1. そのユーザとして Lync クライアントにログインします。 

2. ログアウトします。 

3. すべてのユーザに対して繰り返します。 
 

FindMe アカウントが登録されていることの確認 

FindMe アカウントが設定されてから 60 秒以上経過後、次の手順に従います。 

1. [Lync ユーザ ステータス（Lync users status）] ページに移動します（[ステータス（Status）] > 
[アプリケーション（Applications）] > [Lync ユーザ（Lync users）]）。 

2. 各 FindMe ユーザに対して、次を確認します。 

• [登録状態（Registrations state）] が [登録済み（Registered）] になっている 

• プレゼンスの状態が [オンライン（Online）] になっている（[登録済みエンドポイントのデ

フォルトで公開されるステータス（Default published status for registered endpoints）] が 
[オンライン（Online）] になっているかどうか。それ以外の場合は [オフライン（Offline）] 
になるはず） 

• [登録の状態（Subscription state）] が [登録済み（Subscribed）] になっている 

ステータスが予想と異なる場合は、FindMe と Lync（Active Directory）の登録済みの名前が同一であ

るかを確認します。 

設定のテスト 
Lync サーバに登録された Lync クライアントから、VCS Control に登録されたエンドポイントへの

コールをテストします。たとえば、Lync サーバに登録された Lync クライアントからの 
david.jones@ciscotp.com または alice.parkes@ciscotp.com へのコールをテストします。 

相手をダブルクリックしてから、[ビデオ（Video）] > [ビデオ通話の開始（Start a Video Call）] をク

リックして、ビデオ通話を行います。 
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 Cisco VCS に登録されたエンドポイントから Lync に登録された FindMe ユーザへのコールが、

FindMe エントリにリストされている Cisco VCS に登録されたエンドポイントと、そのユーザの 
Lync クライアントに分岐されていることをテストします。 

 Lync クライアントから Lync に登録された FindMe ユーザへのコールが、Lync クライアントと、

そのユーザの FindMe エントリにリストされている Cisco VCS に登録されたエンドポイントに分

岐されることを確認します。 
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VCS Control に登録されたエンドポイントのプレ

ゼンス ステータスを Lync クライアントが表示で

きるようにする  
 SIP-SIMPLE を使用して、Lync サーバは「利用可」ステータスの受信のみをサポートするため、

プレゼンスは「グレー」（利用不可）または「グリーン」（利用可）を示す相手に限定されま

す。「通話中」および他の高度なプレゼンスのステータスは処理されません。 
また、VCS はプレゼンティティあたり最大 100 件の登録のみをサポートします。 

 B2BUA と、Lync サーバに登録された FindMe ID を使用して、「グレー」（利用不可）、「グ

リーン」（利用可）、および「通話中」のステータスが Lync サーバに提供されます。 

 Lync サーバは、SIP-SIMPLE を使用して登録されたエンドポイントに関するプレゼンス ステー

タス情報を提供しないため、Lync サーバに登録されたエンドポイントに関するプレゼンス情報

を、Cisco VCS に登録されたエンドポイントに提供することはできません。 

 Lync サーバに登録された Lync クライアントは、Lync サーバに登録された他の Lync クライアン

トのプレゼンス ステータスを確認できます。 

 VCS Control に登録されたエンドポイントは、VCS Control に登録された他のエンドポイントの

プレゼンス ステータスを確認できます（現時点では、Movi と E20 に対してのみ適用）。 

次にまとめます。 
 

 Cisco VCS へ Lync サーバへ 

Cisco VCS から 
（ユーザ未登録） 

完全なプレゼンスを利用可 
（Movi および E20） 

プレゼンス = 利用可のみ 

Cisco VCS から 
（FindMe ユーザ登録済

み） 

完全なプレゼンスを利用可 
（Movi および E20） 

プレゼンス = 利用可および 

Lync サーバから プレゼンス情報は利用不可 完全なプレゼンスを利用可 

Cisco VCS の設定 
VCS Control に登録されたエンドポイントがそれ自体のプレゼンス情報を提供する場合、VCS 
Control は、プレゼンス情報を集約し、それらの情報を登録したユーザにプレゼンス ステータスを提

供するプレゼンス サーバとしてのみ機能する必要があります。 

VCS Control に登録されたエンドポイントがプレゼンス情報の生成をサポートしていない場合、PUA
（プレゼンス ユーザ エージェント）を有効にすることで、VCS Control にそれを生成するように要

求できます。 

 VCS PUA がプレゼンスを生成 = エンドポイントが通話中の場合は通話中 

 VCS PUA がプレゼンスをオプション（およびデフォルトで）生成 = エンドポイントが登録され

ている場合に利用可 

エンドポイントがプレゼンスを生成し、PUA が有効になっている場合、VCS プレゼンス サーバはエ

ンドポイントで生成されたプレゼンス情報を使用します。 

注：H.323 デバイスがプレゼンスを（PUA で）提供できるようにするには、そのエンドポイントの

登録済み H323 ID が SIP URI と類似している必要があります。PUA はその URI のプレゼンスを公

開します。 
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VCS Control でプレゼンスを設定するには、次の手順を実行します。 

1. [プレゼンス（Presence）] ページに移動します（[アプリケーション（Applications）] > [プレゼ

ンス（Presence）]）。 

2. 次のフィールドを設定します。 
 

SIP SIMPLE プレゼンス ユーザ エージェ

ント（SIP SIMPLE Presence User 
Agent） 

[オン（On）]（VCS Control が登録されたエンドポイントの

プレゼンス情報を生成する場合）  

登録済みエンドポイントのデフォルトで

公開されるステータス（Default 
published status for registered 
endpoints） 

[オンライン（Online）]（デフォルト）：エンドポイントが

登録されている場合に利用可を公開するには、これを選択し

ます  
[オフライン（Offline）]：利用可/利用不可の判断が、それ自

体のプレゼンスを公開する Lync クライアントまたはエンド

ポイントによって決定されるようにするには、これを選択し

ます 

SIP SIMPLE プレゼンス サーバ（SIP 
SIMPLE Presence Server） 

オン（On） 

 

 

注：Lync サーバに接続する「Lync ゲートウェイ」VCS は、「Lync ゲートウェイ」VCS が Lync 
サーバと共有する SIP ドメインのプレゼンス サーバになっている必要があります。また、Lync サー

バがプレゼンスを確認する可能性のある他の SIP ドメインのプレゼンス サーバである必要もありま

す。これにより、Lync サーバのプレゼンス要求が通過する VCS の数が制限されます。 

プレゼンス要求は稼働中の SIP リソースを使用し、多くの場合、Lync にはプレゼンスを要求する可

能性のある何千もの Lync クライアントが接続されているため、特に、コールの処理によってすでに

使用頻度が高くなっている VCS にプレゼンス要求が到達しないように、プレゼンス要求が送信され

る範囲を限定することをお勧めします。 

「Lync ゲートウェイ」は、Lync に登録する FindMe ユーザで参照されるすべてのデバイスのドメイ

ンに対するプレゼンス サーバである必要もあります。これは、FindMe が置かれている VCS と同じ 
VCS でプレゼンス状態が判明しているデバイスのプレゼンス データだけを、FindMe が集約するか

らです。 

プレゼンス サーバは、VCS が信頼されるように設定されているすべてのドメインのプレゼンスを処

理するため、[ドメイン（Domains）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [SIP] > [ドメイン（Domains）]）に正しいドメインがセットアップされていること

を確認してください。 
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プレゼンスの詳細については、『VCS Administrator Guide』ガイドの「Applicaion」の項にある

「Presence」を参照してください。 

Lync クライアントへのログイン 
Lync サーバは、Lync サーバに登録された Lync クライアントを使用して、FindMe に関連付けられた 
Lync クライアントがログインするまで、他の Lync クライアントに FindMe ユーザのプレゼンスを提

供しません。 

作成されたが、まだログインされていない各 FindMe ユーザに対して、次の手順を実行します。 

1. Lync クライアントにそのユーザとしてログインします。 

2. サインアウトします。 

3. すべてのユーザに対して繰り返します。 

設定のテスト 
VCS Control に登録されたエンドポイントを Lync クライアント内の相手としてセットアップしま

す。 

 [Lync ユーザ ステータス（Lync user status）] ページ（[ステータス（Status）] > [アプリケー

ション（Applications）] > [Lync ユーザ（Lync users）]）に移動して、「Lync ゲートウェイ」

VCS で Lync ユーザのステータスを確認します。 
次のようになっているかを確認します。 

• [登録状態（Registration state）] = [登録済み（Registered）] 

• [登録の状態（Subscription state）] = [登録済み（Subscribed）] 

• [プレゼンス状態（Presence state）] = [オフライン（Offline）]、[オンライン（Online）]、ま

たは [ビジー（Busy）] 

 エンドポイントが VCS Control に登録されると、Lync クライアントのアイコンがグレーからグ

リーンに変わることを確認してください（[登録済みエンドポイントのデフォルトで公開されるス

テータス（Default published status for registered endpoints）] が [オンライン（Online）] に設定

されている場合）。 

 エンドポイントが VCS Control から登録解除されると、Lync クライアントのアイコンがグリー

ンからグレーに変わることを確認してください（[登録済みエンドポイントのデフォルトで公開さ

れるステータス（Default published status for registered endpoints）] が [オンライン（Online）] 
に設定されている場合）。 

 エンドポイントが通話中の場合、Lync クライアントのアイコンが通話中に変わることを確認し

てください。 
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オプション：MCU 

Cisco VCS と Cisco MCU の設定 
『Multiway deployment guide』に記載されている VCS と Cisco MCU の両方の設定は、Lync サーバ

と連動する場合の VCS と Cisco MCU に対する正しい設定です。詳細については、上記の資料を参照

してください。 

直接呼出し可能な MCU の追加 
Lync ユーザが会議に参加できるように、MCU を VCS に登録する必要があります（MCU を Lync 
サーバに登録することはできません）。 

MCU は、会議への SIP アクセスをサポートするよう設定し、Lync クライアント コールのインター

ワークを不要にする必要があります。 
 
 専用の MCU ドメイン（mcu.ciscotp.com など）を使用して、Cisco MCU をビデオ ネットワーク 

VCS に登録します。 

 MCU が「Lync ゲートウェイ」VCS に登録されていない場合は、MCU ドメイン

（mcu.ciscotp.com など）に対して、「Lync ゲートウェイ」VCS からビデオ ネットワーク VCS 
への検索ルールを設定します。 

 アドホック会議へのアクセスが必要な場合、MCU ドメイン（mcu.ciscotp.com など）に対して、

Lync から「Lync ゲートウェイ」VCS への静的ドメイン ルートをセットアップします。この

ルートは、存在する場合はディレクタ（プール）にあり、それ以外の場合は FEP（プール）にあ

る必要があります。 

 静的/固定会議の場合、会議用に FindMe アカウントを作成して、その FindMe アカウントに会議

の SIP URI がデバイスとして含まれるようにすることをお勧めします。 

静的にルーティングされた会議または FindMe 以外の会議の場合、プレゼンスは次のように表示され

ます。 

 会議が作成されている場合（および SIP が登録されている場合）は [利用可（Available）] 

 会議が作成されていない場合（または SIP が登録されていない場合）は [オフライン（Offline）] 

（プレゼンスが通話中と表示されることはありません。これには、その会議の FindMe アカウントが

必要です）。 

注：VCS は、1 プレゼンティティあたり最大 100 のプレゼンス サブスクリプションをサポートしま

す。 

FindMe ベースの固定会議の場合、プレゼンスは次のように表示されます。 

 会議に参加者がいない場合は [利用可（Available）] 

 会議に参加者がいる場合は [通話中（In-Call）] 

Autoattendant のみを使用した MCU の追加 
オプションで、MCU の自動受付の SIP URI を含む FindMe アカウントを作成できます。これによ

り、Lync ユーザは自動受付を使用してすべての会議に出席できるようになります。ただし、この方
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法では個々の FindMe ベースの会議に使用可能な「通話中」のプレゼンス ステータスは使用されませ

ん。 

MCU コールを「Lync ゲートウェイ」VCS にルーティングする静的ルー

トの設定 
1. Lync から Lync ゲートウェイ VCS への静的ルートの作成 

• 「New-CsStaticRoute」コマンドと次のパラメータを使用します。 

$=：この新しいルートを参照するラベル。 

-TLSRoute：ルートが TLS であることを指定します（推奨）。 

-TCPRoute：ルートが TCP であることを指定します。 

-Destination：TLS ルートの Lync ゲートウェイ VCS FQDN（または、VCS クラスタを使

用する場合は Lync ゲートウェイ VCS クラスタ）を "" で囲んで指定します。TCP ルートの

場合は、IP アドレスを使用します。 

-MatchUri：Lync ゲートウェイ VCS が権限を持つ SIP ドメインを "" で囲んで指定します。 

-Port：ネイバーに使用する TLS/TCP ポートを指定します。これには、VCS 上の B2BUA 
詳細設定の [Lync コール通信のための B2BUA 上のポート（Port on B2BUA for Lync call 
communications）] として設定されたポートを設定する必要があります（デフォルトは 
65072）。 

-UseDefaultCertificate：フロント エンドに割り当てられたデフォルト証明書を使用する

ように指定します（$true にする必要があります）。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP> $Route1=New-CsStaticRoute -TLSRoute -
Destination "lyncvcs.ciscotp.com" -MatchUri "mcu.ciscotp.com" –Port 65072 -
UseDefaultCertificate $true 

2. 静的ルートの割り当て  

• 「Set-CsStaticRoutingConfiguration」コマンドと次のパラメータを使用します。 

-Identity：ルートの適用先を指定します。これは、グローバル レベルにするか、特定の

プールに設定することができます。 

-Route @{Add=}：前に定義されたルートを指定されたアイデンティティに割り当てます

（括弧は「波括弧」であることに注意してください）。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP> Set-CsStaticRoutingConfiguration -Identity 
global -Route @{Add=$Route1} 

3. 静的ルート割り当ての確認 

• ルートに正しい割り当てが行われているかを確認するには、「Get-
CsStaticRoutingConfiguration」コマンドを使用します。 

次に例を示します。 
C:\Users\administrator.CISCOTP> Get-CsStaticRoutingConfiguration 

Identity: Global 

Route: 
{MatchUri=mcu.ciscotp.com;MatchOnlyPhoneUri=False;Enabled=True;Repla
ceHostInRequestUri=False} 

注:静的ルートは、MCU へのアドホック コールを許可する場合など、必ず必要である場合にのみ設

定してください。 
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 Lync サーバがコールをルーティングしようとする場合： 
- Lync サーバは、最初にそのすべての登録を確認します。コールされた URI と一致する登録が

見つかると、コールはそのデバイスに送信されます。また、複数の登録が存在する場合は、コー

ルは URI と一致するすべての登録済みデバイスに分岐されます。 B2BUA に登録された FindMe 
ユーザに対する登録の場合、Lync サーバはコールを B2BUA に送信します。 
- 登録がない場合、Lync サーバは静的ドメイン ルートを確認し、このドメイン用のものが見つ

かると、Lync サーバはコールを指定した宛先にルーティングします。 

 Cisco VCS に登録されたエンド ユーザへのプライマリ アクセスは、B2BUA によって Lync サー

バに登録された FindMe ユーザで行われる必要があります。 

 MCU ドメイン用の静的ルートを提供すると、Lync クライアントによってアドホック MCU コー

ルを作成できるようになります（潜在的なすべてのアドホック コール ID の FindMe ID をセット

アップする必要はありません）。 

 静的ルートがセットアップされると、VCS は Lync が処理できないドメインへのすべての要求を

受け取るため、間違ってダイヤルされた非常に大量のトラフィックを受信する可能性がありま

す。 
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Microsoft Edge サーバと VCS TURN 機能の有効

化 
拡張 OCS コラボレーション オプション キーが「Lync ゲートウェイ」VCS にインストールされてい

ることを確認します。 

Edge サーバを介した Lync クライアントとのコール接続を有効にするには、B2BUA で、TURN が有

効になった状態で VCS Expressway をポイントするように TURN サービスを適切に設定する必要が

あります。 

1. [Microsoft Lync B2BUA の設定（Microsoft Lync B2BUA configuration）] ページ（[アプリケーシ

ョン（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [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。 
 

TURN サービスを提供

（Offer TURN Services） 
はい（Yes） 

TURN サーバ アドレス

（TURN server address） 
TURN が有効になっている VCS Expressway の IP アドレス 
（単一の VCS のみ。クラスタからの唯一のピアである可能性がありま

す） 

TURN サーバ ポート

（TURN server port） 
3478 
TURN が使用するように VCS Expressway によって設定されたポート 

TURN サービスのユーザ名

（TURN services 
username） 

TURN サーバを使用するように認証されたユーザ名 

TURN サービスのパスワー

ド（TURN services 
password） 

TURN サーバでユーザ名を認証するためのパスワード 
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付録 1：トラブルシューティング 

X7.x 用トラブルシューティング チェックリスト 
Lync 統合に関する問題が生じた場合、最初の問題検出を行うときに、次のリストを確認して、基本

設定と導入の状況に関連する潜在的な問題を明らかにすることをお勧めします。 

 ビデオ エンドポイントとインフラストラクチャ デバイスが最新のソフトウェアを実行している

ことを確認します。これを行うことで、ビデオ環境と Lync の間の相互運用性に関する問題が発

生する可能性が低減されます。 

 すべての Lync ゲートウェイ VCS が、DNS ですべての Lync サーバの A レコード FQDN を正常

に検索できることを確認します（これには、ディレクタと FEP の両方が含まれます）。これ

は、VCS の [メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [ネットワーク ユーティリ

ティ（Network utilities）] > [DNS 検索（DNS Lookup）] ページを使用して行えます。 

 すべての Lync サーバが DNS で、すべての「Lync ゲートウェイ」VCS ピア A レコード FQDN 
とクラスタ FQDN を検索できることを確認します。これは、各 Lync サーバに対して、

nslookup コマンドライン ユーティリティを使用してローカル側で実行できます。 

 B2BUA が Lync 環境と VCS の両方に接続できることを確認し（[ステータス（Status）] > [アプ

リケーション（Applications）] > [Lync B2BUA] ページで、両方の [ステータス（Status）] が [接
続中（Alive）] が望ましい）、FindMe を使用している場合は、B2BUA が正常に FindMe アカウ

ントを Lync に登録したことを確認します（[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [Lync ユーザ（Lync users）] ページで、[登録状態（Registration state）] が 
[登録済み（Registered）] で、[登録の状態（Subscription state）] は [登録済み（Subscribed）] 
が望ましい）。 

Cisco VCS Control のローカル コールに関する問題 
検索履歴を確認し、適用された変換をチェック 
1. [検索履歴（Search history）] ページに移動します（[ステータス（Status）] > [検索履歴（Search 

history）]）。 

検索履歴のエントリには、H323 の SETUP/ARQ /LRQ と SIP の INVITE/OPTIONS から開始され

たすべての検索についてのレポートがあります。要約には、発信元と宛先のコール エイリアス

と、宛先エイリアスが検出されたかどうかが示されます。 

2. 該当する検索を選択します。検索の検索履歴には、次が示されます。 

• 着信コールの詳細 

• 検索前の変換、CPL、または FindMe によって適用されたすべての変換 

• 優先順位、必要な（変換された）宛先と一致するゾーン、および次に関するレポート： 

• ゾーンによって適用される可能性のあるすべての変換 

• 検出ステータスまたは未検出ステータス 

• 未検出の場合、ゾーンの検索応答に表示されるエラー コード 

• ゾーンでコールを受信できることが判明するか、すべての優先ゾーンの照会が実行され

るまで繰り返されます 

（検索では、帯域幅の不足、またはゾーンからの検索が H.323 拒絶理由または SIP 要求への非 
2xx 応答になるため、「未検出」になる場合があります）。 

検索で次が示される場合： 

• Found: False 
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• Reason: 480 Temporarily Not Available 
Cisco VCS のゾーン リンクが正しくセットアップされていない可能性があります。コマンド ラ
インから、次を実行します。 
xcommand DefaultLinksAdd 

これにより、Cisco VCS デフォルト ゾーンに必要なリンクがセットアップされます。また、作

成された他のゾーンのリンクも確認します。 

各 H.323 コールには検索履歴に次の 2 つのエントリがあります。 

 ARQ。エンドポイントを検出できるかどうかを示します。 

 SETUP。コールを実際にルーティングします。 

ARQ 検索はリンクの帯域幅を考慮しません。このため、リンクが存在しないか、リンクの帯域幅が

不十分な場合、後続の SETUP 検索が失敗するとしても、この検索はパスします。 

通常、各 SIP コールには SIP INVITE に対して単一の検索履歴エントリのみがあります。 

[通話履歴（Call History）] を確認し、通話の実行状態をチェック 
1. [通話履歴（Call history）] ページ（[ステータス（Status）] > [通話履歴（Call history）]）に移動

します。 

要約には、発信元と宛先のコール エイリアス、通話時間、およびコールが SIP、H.323、または 
SIP< -- >H.323 インターワーキング コールであるかどうかが示されます。 

2. 該当するコールを選択します。 

エントリには、着信および発信コール レッグの詳細、コールのステータス、および Cisco VCS 
Control がコールのルーティングに使用するゾーンが示されます。 

エラーのチェック 
イベント ログ 

[イベント ログ（Event Log）]（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [イベント ログ（Event 
Log）]）をチェックします。 

コールのトレース 
SIP/H.323 レベルでのコールのトレース 

X7 以降： 
1. Cisco VCS Control Web インターフェイスに admin としてログインします。 

2. [メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [診断ログ（Diagnostics logging）] に
移動します。 

3. すべてのログ レベルが [デバッグ（DEBUG）] に設定されていることを確認して、[新しいログの

開始（Start new log）] をクリックします。 

4. 問題が発生しているアクションを再試行します（たとえば、そのコールまたは類似したコールを

セットアップ）。 

5. [ログの停止（Stop logging）] をクリックし、[ログのダウンロード（Download log）] をクリック

します。 

ログ ファイルには、ステップ 4 で実行したアクションによってトリガされたイベントに関連する情

報が含まれています。 
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プレゼンスが希望どおりに示されない 
プレゼンス サーバのステータス 
 どのユーザが Cisco VCS プレゼンス サーバにプレゼンス情報を提供しているかを確認するに

は、次の手順を実行します。 

• [ステータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] > 
[パブリッシャ（Publishers）] に移動します 

 どのユーザのプレゼンスが（Cisco VCS プレゼンス サーバで処理されるドメイン上で）監視対

象になっているかを確認するには、次の手順を実行します。 

• [ステータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] > 
[プレゼンティティ（Publishers）] に移動します 

 どのユーザが（Cisco VCS プレゼンス サーバによって処理されるドメイン内の 1 つまたは複数

のエンティティの）プレゼンスを監視しているかを確認するには、次の手順を実行します。 

• [ステータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] > 
[加入者（Publishers）] に移動します 

プレゼンスが示されない 

プレゼンスのパブリケーション、サブスクリプション、または通知を誤って破損するような変換がな

いことを確認します（たとえば、プレゼンス URI を変更する変換がないなど）。（通知は登録連絡先 
ID に送信されます。通常は <name>@<IP address>:<IP port>;transport=xxx という形式になります。

何らかの変換によってこれが変更されると、プレゼンスの通知が正しくルーティングされないことが

あります）。 

Lync クライアントがステータス情報を更新しない 

プレゼンス サーバが有効になる前に Lync クライアントが開始された場合は、Lync クライアントがロ

グアウトしてから、もう一度ログインしないと、その Lync クライアントで正しいプレゼンス情報が

表示されないことがあります。 

エラーのチェック 

プレゼンスに関する問題のチェックは、コールに関するエラーのチェックと同じ方法で実行する必要

があります。まず、イベント ログ（Web ブラウザから入手可能）をチェックし、上記の「エラーの
チェック」セクションで説明されているログ機能をチェックします。 

ビデオ エンドポイントが Lync クライアント SDP をサ

ポートしていないことをレポートする 
ビデオ エンド ポイントが、Lync クライアント SDP をサポートしていないことをレポートする場

合、たとえば、送信元となる Lync マルチパート MINE SDP を含む SIP INVITE メッセージに「400 
Unable to decode SDP」で応答する場合は、次の手順を実行します。 

 Lync サーバが、着信 SIP メッセージを受け取る必要のある B2BUA IP ポートではなく、VCS 着
信 IP ポートにコールを送信しているかどうかを確認します。 

B2BUA IP ポートにコールを送信するように Lync サーバを再設定します。 
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Lync サーバの TLS ネイバー ゾーンがアクティブで、メッ

セージが VCS から Lync サーバに送信されているが、

Lync デバッグで Lync が VCS への接続を開始できないこ

とが示される 
ローカル ホスト名とドメイン名のフィールドを VCS の [システム（System）]  > [DNS] ページで設

定し、VCS が通信で（IP アドレスではなく）VCS ホスト名を使用できるようにする必要がありま

す。Lync で VCS への TLS 接続を開始できるようにするには、VCS ホスト名を使用する必要があり

ます。 

Lync クライアントの開始済みコールが接続できない 
コールが接続できない場合、エンドポイント、IP ゲートウェイ、MCU、または ISDN ゲートウェイ

が [Microsoft] モードになっていないことを確認します。つまり、[標準（Standard）] または [自動

（Auto）] モードになっていることを確認します。（H.323/SIP トレースから、デバイスが [Microsoft] 
モードであることを示すものは、デバイスからの 200 OK のコンタクト ヘッダーにある 
[proxy=replace] フィールドのプレゼンスです）。 

Lync が INVITE に「488 Not acceptable here」で応答す

る 
このメッセージが表示される理由として、次の 2 つが考えられます。 

IP アドレスから 

通常、これは SIP INVITE の「From」ヘッダーにエンドポイントの IP アドレス（たとえば、"From: 
<sip:10.10.2.1>;tag=d29350afae33"）だけが含まれている場合に、B2BUA が INVITE を標準ベースの

ビデオ エンドポイントから転送する場合に発生します。通常は、エンドポイントで SIP URI の設定

に誤りがあるために起こります。B2BUA の今後のバージョンでは、この問題を防止するため、必要

に応じて「From」ヘッダーが操作されるようになります。 

暗号化の不一致 

488 の理由を参照してください。暗号化レベルが一致しないことが示されている場合は、次のよう

に、暗号化を適切に設定したことを確認してください。 

 「Lync ゲートウェイ」VCS に拡張コラボレーション オプション キーが含まれている。 

 暗号化がサポートされるよう Lync が設定されている（または「DoNotSupportEncryption」とし

て設定されている）。暗号化サポートが Lync で変更されると、変更内容が Lync サーバ内を伝播

するまで少し時間がかかります。また、Lync クライアントはログオフしてから再びログインし

直し、新しい設定を取得する必要があります。 

コールが接続されるが、約 30 秒後に切断される 
コールが接続されてもすぐに切断される場合は、200 OK への発信者の ACK 応答が適切にルーティン

グされていない可能性があります。これを解決するには、VCS と Lync サーバがお互いの FQDN を 
DNS で解決できるようにします。 
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Cisco VCS から Lync サーバへのコールが失敗する：DNS サーバ 

Cisco VCS には、Lync プールとサーバの DNS 名に関する詳細情報が必要であるため、その DNS エ
ントリの 1 つが、Lync プールおよびサーバの FQDN を解決できる DNS サーバをポイントするよう

設定されている必要があります。 

Cisco VCS から Lync へのコールが失敗する：ハードウェア ロード バランサ 

Lync 環境に、前段に HLB がある FEP が含まれている場合、Cisco VCS が HLB に隣接していること

を確認します。FEP と直接隣接している場合、VCS に対する信頼は FEP を使用して行われます。

VCS はコール要求を FEP に送信しますが、FEP は ACK 応答が必ず HLB に送信されるよう、メッ

セージをレコード ルーティングします。HLB に送信された ACK は Lync サーバで拒否されるため、

FEP が ACK を検出できないことによる SIP タイムアウトの後、Lync はコールをクリアします。 

（FEP に登録された Lync クライアントの Cisco VCS へのコールは、機能します）。 

Edge サーバ経由で接続する外部 Lync クライアントを含

むコールにおけるメディア問題 
RTP over TCP/UDP 

Edge サーバは TCP と UDP の両方による RTP メディアをサポートしますが、B2BUA と標準ベース

のビデオ エンドポイントは RTP over UDP だけをサポートします。Edge サーバ、および Edge サー

バがメディア トラフィックを通過させるすべてのファイアウォールは、RTP over UDP だけでなく 
RTP over TCP の通過も許可するよう、再設定が必要になることがあります。 

ICE ネゴシエーションの失敗 

通常、これは理由ヘッダー「failed to get media connectivity」を持つ BYE を使用してコールをクリア

することによって検出できます。 

ビデオ エンドポイントは UDP メディアのみをサポートします。通常、ICE は次の 3 つの候補を提供

します。 

 ホスト（プライベート IP） 

 Server Reflexive（エージェントを提供しているメディアに対してローカルなファイアウォールの

外部にある IP アドレス。B2BUA または Lync Client） 

 TURN サーバ（通常は、Edge サーバ/VCS Expressway） 

エンドポイントがファイアウォールで保護されている場合に ICE が機能するには、エンドポイントが

少なくとも 1 つの公式にアクセス可能なアドレス（Server Reflexive アドレスまたは TURN サーバ ア
ドレス）を提供する必要があります。 これは B2BUA がメディアの試行と送信の両方を行うために使

用されますが、VCS Expressway の TURN サーバに送信されるバインド要求の検証にも使用されま

す。バインド要求は、「既知」の IP アドレスから要求が送信された場合にのみ、TURN サーバで受

け入れられます。 

Lync INVITE が UDP のホスト候補だけを提供する場合は、次のようになります。 

 
 a=candidate:1 1 UDP 2130706431 192.168.1.7 30580 typ host  

 a=candidate:1 2 UDP 2130705918 192.168.1.7 30581 typ host  

 a=candidate:2 1 TCP-ACT 1684798975 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580  

 a=candidate:2 2 TCP-ACT 1684798462 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580  

• UDP 候補は 1 つだけで（1 つは RTP 用、もう 1 つは RTCP 用の 2 行）、それらはホスト

用です（プライベートであり、VCS アドレスでルーティング不能の可能性あり） 
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B2BUA の応答例を次に示します。 

 
a=candidate:1 1 UDP 2130706431 84.233.149.125 56056 typ host 

a=candidate:1 2 UDP 2130706430 84.233.149.125 56057 typ host 

a=candidate:4 1 UDP 16777215 194.100.47.5 60000 typ relay raddr 84.233.149.125 rport 56056 

a=candidate:4 2 UDP 16777214 194.100.47.5 60001 typ relay raddr 84.233.149.125 rport 56057 

• ホストとリレーの両方の候補が提供される 

どちらのデバイスも他のプライベート（ホスト）アドレスに到達することはできず、Lync クライア

ントが VCS Expressway TURN サーバにバインドしようとすると、要求はプライベート アドレスで

はなく、Server Reflexive アドレスから行われ、Lync クライアントはどの IP アドレスであるかを 
B2BUA に伝えないため拒否されます。 

このため、このシナリオが機能するようにするには、Lync クライアントが少なくとも 1 つのパブ

リック アドレスを UDP メディアで提供するよう、Lync サーバと Microsoft Edge サーバを設定する

必要があります。 

上記のシナリオでは、Server Reflexive のアドレスが、ホスト アドレスと同じように見える場合、

B2BUA は Server Reflexive のアドレスを提供しない可能性があります。 

エンドポイントと OCS/Lync の間のコールが理由「ice processing failed」で失敗する 

VCS での検索履歴に、コールが「ice processing failed」で失敗したことが示されている場合、

B2BUA とリモート Lync デバイスの間の ICE 接続チェックが失敗したことを意味しています。 

VCS Expressway 上の TURN サーバが有効になっており、TURN ユーザの資格情報が VCS 
Expressway と B2BUA の設定で適切に一致することを確認します。この失敗は、B2BUA、
Expressway/TURN サーバ、および TURN サーバ/Microsoft Edge の間の STUN/TURN パケットの

ネットワーク接続問題を示している場合もあります。 

片方向メディア：Lync クライアントから VCS 登録エンド

ポイント 
Microsoft Edge サーバを使用している場合 

Lync クライアントが Microsoft Edge サーバから Lync に登録される場合、通常、Lync クライアント

が宣言するローカル IP アドレスとポートはプライベートであり、ルーティング不能です（Lync クラ

イアントがファイアウォールの背後にあり、パブリック IP アドレスに登録されていない場合）。メ

ディアのルーティングに使用する代替アドレスを特定するために、Lync クライアントは SDP 候補回

線を使用します。 

Microsoft Edge サーバを通過するコールは、拡張コラボレーション オプション キーが「Lync ゲート

ウェイ」VCS に適用されている状態で B2BUA を使用し、ビデオ アーキテクチャに TURN が有効に

なった VCS Expressway が含まれ、B2BUA が TURN サーバを使用するように設定されている場合に

サポートされます。 

Lync の前段にハードウェア ロード バランサを使用する場合 

Cisco VCS は Lync クライアントから受け取る INVITE/OK のアプリケーション部分を変更して、従来

の SIP SDP メッセージングと互換性を持つようにします。Cisco VCS がこれを行うのは、コールが 
Lync から着信したと認識した場合だけです。片方向メディア（Lync クライアントから Cisco VCS 登
録エンドポイントにのみ送信されるメディア）に問題がある場合、検索履歴を確認して、以下から、

コールが着信するようにします。 

 Lync ネイバー ゾーン（B2BUA を使用していない場合） 

 Lync が信頼するホスト（B2BUA を使用している場合） 
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それ以外の場合、コールはロード バランサからではなく、FEP から着信している可能性がありま

す。Cisco VCS とハードウェア ロード バランサの設定に関するセクションを参照し、次を行ってく

ださい。 

 関連する検索ルールは指定せずに、FEP IP アドレスを含むピア アドレスを指定して、関連する

ネイバー ゾーンを設定します（B2BUA を使用していない場合） 

 FEP IP アドレスを含む Lync の信頼できるホストを設定します（B2BUA を使用している場合） 

Lync が VCS ゾーンのアライブ OPTIONS チェックを

「401 Unauthorized」および INFO メッセージ

「400 Missing Correct Via Header」で拒否する 
 「400 Missing Correct Via Header」という応答がある場合、Lync がメッセージの送信元を信頼

していないことを意味しています。 

 OPTIONS に対する「401 Unauthorized」という応答は、Lync が OPTIONS メッセージの送信元

を信頼していないという、別のことを示しています。 

このマニュアルですでに説明したとおり、これらのメッセージを送信する VCS を信頼するように、

Lync 環境が構成されていることを確認します。 

これは、ロード バランサが Lync の前段で使用され、VCS を許可するように Lync が設定されている

場合にも発生する可能性があります。この場合、Lync は VCS からではなく、ハードウェアのロード 
バランサからコールが着信したと認識します。 

Lync クライアントが「Connecting …」状態になる 
Lync クライアントは、コールに使用するデバイスから RTP（メディア）を受け取るまで、接続済み

状態に変化しません。 

発信者が許可される必要のある、PSTN（Lync PSTN ゲー

トウェイを経由）または他のデバイスへのコールが「404 
not found」のエラーメッセージを出して失敗する 
一部の Lync 設定では（特に Lync PSTN ゲートウェイが使用されている場合には）、発信側が許可さ

れている場合にのみ、コールが許可されます。実際には、発信側ドメインが Lync サーバの共有ドメ

インになっている必要があります。 

FindMe に含まれていないエンドポイントからのコールの場合、これは、そのエンドポイントが Lync 
ドメインと同じドメインを使用してビデオ ネットワークに登録する必要があることを意味します。 

FindMe に含まれているエンドポイントからのコールの場合、FindMe ID が共有 Lync ドメインと同じ

ドメインを持っており、FindMe 設定で [発信者 ID（Caller ID）] が [FindMe ID]（[Incoming ID] では

ない）に設定されている限り、エンドポイントにどのドメインでも登録できます。 
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Lync クライアントが VCS Expressway に登録しようとす

る 
通常、SIP ビデオ エンドポイントは次の DNS SRV レコードを使用します。 
 _sips._tcp.<domain> 
 _sip._tcp.<domain> 
 _sip._udp.<domain> 

これらは、コールを Cisco VCS にルーティングするため、この順序で使用されます。 

Lync クライアントは、次を使用します。 

 _sipinternaltls._tcp.<domain>  ：内部 TLS 接続用 

 _sipinternal._tcp. <domain>  ：内部 TCP 接続用（TCP が可能な場合のみ） 

 _sip._tls. <domain>   ：外部 TLS 接続用 

Lync クライアントは、Edge サーバへの TLS 接続のみをサポートします。_sip._tcp.<domain> DNS 
SRV レコードは Cisco VCS Expressway に使用する必要があります。 

B2BUA に関する問題 

B2BUA ユーザを登録できない 
B2BUA 登録で FindMe ユーザを登録できない場合（[登録ステータス（Registration status）] が [失敗

（failed）] になる場合）は、次を確認します。 

1. FindMe 名が Active Directory に正しく入力されている。 

2. Lync クライアントは FindMe 名で登録できます。このため、B2BUA で Lync ユーザを適切に制

御できるようにするには、最初に Lync クライアントからログインする必要があります。 

Lync に関する問題 
最初に Lync Server 2010 の「ベスト プラクティス アナライザー」を実行すると、Lync Server で間

違っている可能性のある設定を特定することができます。詳細とダウンロードについては次のサイト

を参照してください。http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=030548df-0dc7-
4f86-b8a9-2f5ec8de8ba5  

証明書に関する問題 
Lync で使用する Cisco VCS に読み込む証明書の作成に、Lync 以外のアプリケーションを使用した場

合は、[サブジェクト名（Subject name）] と [サブジェクト名の別名（Subject Alternate Name）] に
含まれる詳細が、証明書が Lync で作成された場合と同じになっていることが重要です。 

特に、[サブジェクト名（Subject name）] と [サブジェクト名の別名（Subject Alternate Name）] の
両方が使用されている場合、[サブジェクト名（Subject name）] に入力された名前が、[サブジェクト

名の別名（Subject Alternate Name）] 一覧にも表示される必要があります。 

『VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide』も参照してください。 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=030548df-0dc7-4f86-b8a9-2f5ec8de8ba5
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=030548df-0dc7-4f86-b8a9-2f5ec8de8ba5
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付録 2：Lync でのデバッグ 

Lync ログ ツールの使用 
デバッグのためには、適切な Lync プールでログを有効にすることが重要です。Lync ディレクタを使

用している場合は、ここから開始することを推奨します。 

Lync から SIO メッセージに含まれるレコードルート ヘッダーを確認すると、コールに関係する FEP 
とディレクタが特定されます。 

Lync で、次の手順を実行します。 

1. Lync Server で [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync 
Server 2010] > [Lync Server ログ ツール（Lync Server Logging Tool）] を選択します。 

 
2. ログ オプションを選択します。たとえば、SIPStack を選択すると、SIP ログを確認することが

できます。（ログ ツールの詳細については、http://technet.microsoft.com/en-
us/library/gg558599.aspx を参照してください）。 

3. [ログの開始（Start Logging）] をクリックします。 

4. コールを発信するか、デバッグが必要な機能を実行します。 

5. [ログの停止（Stop Logging）] をクリックします。 

6. [ログ ファイルの解析（Analyze Log Files）] をクリックします（Lync Server Resource Kit Tools 
のインストールを求められた場合はインストールします）。 

7. トレースを確認します。 
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付録 3：Lync クライアントでのデバッグの有効化 
Lync クライアントが予定外の動作をしている場合は、ログを有効にして SIP メッセージおよびその

他のログを確認することができます。 

1. [ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。 

2. [全般（General）] タブを選択します。 

3. [ログ（Logging）] セクションで、次の手順を実行します。 

a. [Lync でログをオンにする（Turn on logging in Lync）] を選択します。 

b. [Lync の Windows イベント ログをオンにする（Turn on Windows Event logging for Lync）] 
を選択します。 

 

 

ログ ファイルは c:\Documents and Settings\<user>\Tracing にあります。<user> は Windows 
ログインのログイン名です。 

.uccplog ファイルはテキスト エディタで表示でき、Lync のリソース キット「snooper.exe」が提供

するアプリケーションで（より詳しく）表示できます。 

Windows のイベント ログは、Windows イベント ビューアを使用して表示することができます。 
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付録 4：既知の相互運用機能 

SIP および H.323 エンドポイントが基本コールを発信 
 SIP および H.323 エンドポイントは、Cisco VCS Control 経由のコールを Lync Server に登録さ

れた Lync クライアントに発信できます。 

 Lync に登録された Lync クライアントは Cisco VCS Control 上の SIP および H.323 エンドポイン

トにコールを発信できます。 

音声コールからビデオ コールへのスピードアップ 
Lync クライアントから Cisco VCS Control に登録されたビデオ エンドポイントに音声コールが発信

され、その後このコールをビデオ コールに拡張するために [ビデオ（Video）] ボタンが選択される

と、ビデオ エンドポイントでコールのスピードがビデオ用に正しく上昇します。 

次の点に注意してください。 

 Lync クライアントが H.323 エンドポイントとインターワーキングし、エンドポイントが BRQ を
送信して接続帯域幅を下げるする前にスピードアップ要求が発生した場合、コールは音声からビ

デオにのみスピードが上昇します。 

アドホック会議の Multiway 生成 
エンドポイントは、Multiway 機能を使用して、Lync クライアントをアドホック会議に参加できま

す。Lync クライアントが Multiway 会議に転送されると、クライアントは音声のみを使用して接続さ

れます。そのため、Lync Server は会議に接続した後に、クライアントで手動によりビデオを有効に

する必要があります。 

Microsoft Edge サーバから Lync Server にアクセスする 
Lync クライアント 
Lync が Microsoft Edge サーバから Lync に登録されると、Lync クライアントからの sdp が「Lync 
ゲートウェイ」VCS によって特別に処理される必要があります。この処理は B2BUA で使用できま

す。B2BUA は、[拡張 OCS コラボレーション（Enhanced OCS Collaboration）] オプション キーが 
VCS にロードされるときに、VCS X7.0 以降で使用できます。 

X7.0 よりも前のバージョンで、B2BUA が有効になっていない場合に [拡張 OCS コラボレーション

（Enhanced OCS Collaboration）] オプション キーがロードされると、Cisco VCS に登録されたエン

ドポイントから Lync クライアントへ発信されたコールは動作するはずですが、Lync クライアントか

ら VCS に登録されたエンドポイントへ発信されたコールについては、VCS に登録されたエンドポイ

ントには音声とビデオが届いているように見えますが、Lync クライアントにはビデオも音声も届き

ません。 
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付録 5：相互運用に関する既知の制限事項 

ビデオ コーデック 
Lync が使用されている場合、VCS Control に登録されたビデオ エンドポイントは H.263 をサポート

する必要があります。これはエンドポイントと Lync クライアントがサポートする共通のビデオ コー

デックです。（Lync クライアントは H.264 をサポートしません）。 

Apple Mac OS X 用の Lync クライアントは非標準ベースのビデオ コーデック（H.263 または 
H.264）である RTVideo のみをサポートします。 このクライアントと標準ベースのビデオ エンドポ

イントの間にビデオ コールを発信するには、RTVideo と H.263/H.264 の間の変換に Cisco AM GW 
が必要です。 

ビデオ コーデックの選択 
B2BUA が、SDP なしのコール、つまり、コールで使用できるコーデックのリストがないコール

（H.323 からインターワークしているコールなど）を受信した場合、Lync は SDP のない INVITES 
をサポートしないため、B2BUA は Lync が選択できるコーデックの「事前設定」リストを使用して 
SDP を設定する必要があります。 

したがって、提供され、選択されるコーデックには、エンドポイントで選択されるはずの最適なコー

デックが反映されない場合があります。 

「事前設定」SDP の変更 
事前設定 SDP の設定値は、xConfiguration Zones Zone [1..1000] [Neighbor/DNS] 
Interworking SIP コマンドを使用して、CLI のみから設定可能です。 

Lync 会議（AV MCU）への参加 
3 番目のエンドポイントが VCS Control に登録されたエンドポイントの場合、あるいは VCS Control 
に登録されたエンドポイントがすでにコール内にあり、別の Lync クライアントがコールに導入され

ていると、コールに参加するサード パーティを招待するために Lync クライアントを使用しても動作

しません。 

その理由は、Lync クライアントがコールに参加するサード パーティを招待する場合、Lync クライア

ントは Microsoft 専用メッセージング（SIP メッセージ内の xml）を使用して会議を作成しようとする

ためです。これは標準ベースのビデオ エンドポイントではサポートされません。 

VCS Control と標準ベースのビデオ エンドポイントはどちらも、Microsoft 独自のシグナリングをサ

ポートしません。ただし、エンドポイントで Multiway を使用すると、Lync クライアントをアドホッ

ク会議に参加させることができます（『Cisco VCS Multiway Deployment Guide』を参照してくださ

い）。 

音声コールからビデオ コールへのスピードアップ 
Lync クライアントが H.323 エンドポイントとインターワーキングし、エンドポイントが BRQ を送信

して接続帯域幅を下げるする前にスピードアップ要求が発生した場合、コールは音声からビデオにの

みスピードが上昇します。 
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Microsoft Mediation Server 
Microsoft Mediation Server へのコールは、コールを開始した SIP の VCS ビデオ ネットワーク内のエ

ンドポイントからは機能しますが、インターワークしている H.323 が開始したコールでは機能しませ

ん（Mediation Server は接続先番号の空き状況を確認するために送信される VCS INFO メッセージに

応答しません）。 

Mediation Server へルーティングされる番号の形式が VCS に設定できる場合は、回避策が使用でき

ます。 

「Lync ゲートウェイ」VCS を 2 番目のゾーン「B2BUA から Microsoft Lync Server へ」を使用して

設定し、[カスタム（Custom）] ゾーン プロファイルを選択して Microsoft Office Communications 
Server 2007 ゾーン プロファイルが使用されていれば選択したものと同じオプションを選択してか

ら、[検索に自動的に応答（Searches are automatically responded to）] を [オン（On）] に設定しま

す。次に 1 つ以上の検索ルールを設定し、Mediation Server 向けのコールが標準の「B2BUA から 
Microsoft Lync Server へ」ではなくこのゾーンにルーティングされるようにします。 

エンドポイントへのクラスタ コールが FindMe を使用して

登録されない 
この状況は、MCU が固有の専用ドメイン内にある MCU コールなどで発生することがあります。 

Lync には、Cisco VCS のクラスタへのコールをロード バランシングする手段がありません。 

Lync は DNS SRV をサポートしませんが、「Lync ゲートウェイ」クラスタにすべての VCS をリス

トするラウンド ロビン レコードを DNS レコードにすることができます。Lync は、単一 VCS に対す

る接続が失われるまで、この VCS だけを引き続き使用しているように見えます。 接続が失われた時

点で、Lync はラウンド ロビン DNS レコードから別の VCS を選択します。 

B2BUA FindMe が登録されていない Lync で VCS クラスタを使用すると、容量増加またはロード バ
ランシングの強化ではなく、復元性が得られます。 

Lync クライアントが音声デバイスがないとレポートする 
Lync クライアントで再開を選択したときに、音声デバイスが設定されていないというエラーが発生

することがあります。Lync クライアントの指示に従い音声デバイスを更新すると、再開が動作しま

す。 

Microsoft Server 
Lync には 64 ビット オペレーティング システムが必要です。Lync が動作するオペレーティング シス

テムは次のとおりです。 

 Microsoft Server 2008 SP2 64 ビット 

 Microsoft Server 2008 R2 64 ビット 

https://10.50.164.11/editzone?id=11
https://10.50.164.11/editzone?id=11
https://10.50.164.11/editzone?id=11
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Lync から VCS FindMe またはエンドポイントへの不在転

送でコールの「ループが検出」される 
Cisco VCS からのコールが Lync クライアントに発信され、このクライアントに、VCS により登録さ

れた別のエンドポイントまたは FindMe への転送があると、VCS はこれをループしたコールと見なし

ます。 

FindMe 発信者 ID が FindMe ID に設定されると Lync ク
ライアントで障害が発生する 
条件： 

 FindMe 発信者 ID が FindMe ID に設定されている 

 Lync クライアントの URI が FindMe のアクティブ ロケーション内にある 

 Lync クライアントから SIP 接続先へのコールが発信される 

この条件に適合していると、Lync は発信者 ID（From: ヘッダー）が変更されることを嫌うため、こ

のコールは失敗します。 

コールが「Lync ゲートウェイ」VCS でインターワークしている場合、そのコールは必要に応じて機

能します。 

ベスト プラクティスは、Lync クライアントが FindMe デバイスとして含まれないようにすることで

す。Lync クライアントとビデオ エンドポイントは、FindMe の URI が Lync クライアントの URI と
同じである FineMe ID の B2BUA 登録を使用して相互に関係しています。 
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付録 6：「Lync ゲートウェイ」VCS での B2BUA 
登録 
B2BUA 登録機能を使用すると、既存の Lync ユーザと同じクレデンシャルで Lync Server に直接登録

されたエンドポイントと同様に、パーソナル ビデオ エンドポイントを表示することができます。ビ

デオ コールをサポートすることを目的に設計されている Cisco VCS へのエンドポイントの登録がで

きるという利点は、そのまま維持されます。 

さらに、B2BUA 登録機能を使用すると、ユーザ クレデンシャルがビデオ エンドポイントごとに必要

でなくなります。これは、Cisco VCS B2BUA が Lync Sever に対する信頼できるホストとして設計さ

れているために可能となっています。この結果、ビデオ エンドポイントでパスワードを定期的に更新

する必要がなくなるため、長期間にわたるエンドポイントの管理が簡略化されます。 

「FindMe ユーザをクライアントとして Lync に登録」す

るとどうなりますか? 
有効にすると、Lync とドメインを共有する FindMe ユーザが Lync Server に登録され、Lync クライ

アントと同様に表示されます。 
 
そのため、Lync クライアントが Lync Server に登録され、FindMe ユーザが同じユーザとして Lync 
Server に登録されている場合に、そのユーザが別の Lync クライアントから呼び出された場合、その

コールは登録済みの Lync クライアントと VCS の FindMe の両方に分岐されます。つまり、Lync ク
ライアントのアドレスで呼び出された場合に、FindMe でプライマリ デバイスとして設定されている 
Lync クライアントとすべてのビデオ エンドポイントで呼び出し音が鳴ります。 
  
共有ドメインの FindMe ユーザが登録されていない場合、Lync Server はコールを Cisco VCS に分岐

しません。ただし、以下の例外があります。 

 Lync クライアントが着信アドレスに登録されていると、その Lync クライアントだけで呼び出し

音が鳴ります。 

 登録された Lync クライアントがなく、固定ドメインに対して Cisco VCS へのルートがある場

合、コールは Cisco VCS にルーティングされて処理されます。 

 登録された Lync クライアントがなく、このコールに対する固定ドメイン ルートもない場合、

コールは失敗します。 

登録された FindMe ID が Lync Active Directory で有効なユーザである場合に FindMe ユーザを登録で

きるのは、Lync Server のみであることに注意してください（同様に Lync クライアントが登録できる

のは、所有している有効なアカウントが Lync AD でも有効な場合に限ることに注意してください）。 

 FindMe ユーザを登録すると、これらのユーザのプレゼンスも Lync Server に提供され、「通話

中」、「利用可」、「オフライン」のステータスが提供されます。 

• Lync Server に登録されていないエンドポイント デバイスと FindMe エントリは、「利用

可」および「オフライン」ステータスの Lync Server だけと通信できます。 

プレゼンスが Lync Server に提供されるには、「Lync ゲートウェイ」VCS（複数可）が Lync と共有

するドメイン（ciscotp.com）に対してプレゼンス サーバをホスティングする必要があることに注意

してください。 

「Lync ゲートウェイ」VCS は、ビデオ ネットワークのドメイン（vc.ciscotp.com）用のプレゼンス 
サーバもホスティングする必要があります。これは、FindMe エントリのアクティブ ロケーションに
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あるデバイスのプレゼンス ステータスが「Lync ゲートウェイ」VCS にホスティングされる場合、

FindMe エントリのプレゼンスだけが提供できるためです。 

FindMe エントリに、アクティブ ロケーションにある複数のデバイスが含まれていると、VCS はプレ

ゼンスが「Lync ゲートウェイ」VCS にホスティングされるデバイスのプレゼンスを集約し、全体の

適切なプレゼンス ステータスを提示します。 

FindMe を使用すると、FindMe で参照されるすべてのエンドポイントがその FindMe エントリの発信 
ID を継承します。これは、どのビデオ エンドポイントからコールが発信されても、受信側の Lync ク
ライアントとビデオ エンドポイントは FindMe ID からそのコールが発信されたと見なします。この

動作は、特に着信側がコールを戻したい場合に有効です。戻りコールが FindMe ID を呼び出すと、

コールを発信した単一のエンドポイントに、戻りコールが直接アドレス指定される代わりに、この 
FindMe に関連するすべてのエンドポイントと、この ID に登録されたすべての Lync クライアントで

一斉に呼び出し音が鳴ります。 

Cisco VCS のクラスタの登録ユーザ 
「Lync ゲートウェイ」VCS が Cisco VCS のクラスタであると、共有ドメインの FindMe ユーザはク

ラスタ ピア（アルゴリズム的配布スキームを使用）にまたがって共有されます。各クラスタ ピアは

その FindMe ユーザを Lync Server に登録します。Lync Server から VCS B2BUA にコールが発信さ

れると、Lync Server はそのコールをユーザを登録した VCS ピアに送信します。したがって、コール

は VCS ピア間で静的にロードシェアリングされます。 

ドメインの設定 
ビデオ エンドポイントを固有のドメイン内に保持することと、「Lync ゲートウェイ」VCS の 
FindMe ユーザに、Lync Server と同じドメインを割り当てることを推奨します。これで、各エントリ

が受け取る機能に関する混乱を防止できます。コールが FindMe ユーザに着信すると、FindMe は
コールを定義済みのエンドポイントに適宜転送します。その際エンドポイントが属するドメインは考

慮されません。 

たとえば、alice.parkes@ciscotp.com が呼び出されると、このコールは同じ名前の Lync クライアン

トと、alice.parkes.office@vc.ciscotp.com と alice.parkes.external@ciscotp.com にも分岐されます

（この 2 つのデバイスが Alice Parkes の FindMe でのプライマリ デバイスとしてリストされている

と仮定した場合）。 

 最初にユーザを Lync Server に作成し、Lync クライアントから最低一度はログインすることを強

く推奨します。 ログインから 5 分 ～ 10 分後、ユーザが Lync Server で完全に使用可能になる

と、FindMe アカウントを「Lync ゲートウェイ」VCS に作成できます。 

「Lync ゲートウェイ」に VCS のクラスタを使用する場合は、クラスタ ピア間の FindMe 詳細を複製

するために TMS が必要です。この機能の詳細については、該当する VCS クラスタの導入ガイドを参

照してください。 
 



付録 7：B2BUA と AM GW の統合について 

 

Cisco VCS 導入ガイド：Microsoft Lync 2010 および Cisco VCS X7.2 ページ 80/ 93 
  

付録 7：B2BUA と AM GW の統合について 
B2BUA ベースの Lync 統合が、Cisco Advanced Media Gateway（AM GW）とも統合されていると、

[B2BUA 設定（B2BUA configuration）] ページ（[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > 
[Microsoft Lync] > [設定（Configuration）]）で [この B2BUA でトランスコーダを有効にする（Enable 
transcoders for this B2BUA] 設定を [はい（Yes）] にする必要があります。 

B2BUA 導入では、VCS から AW GW へのネイバー ゾーンがあってはいけません。 

VCS の設定 
さらに、B2BUA を実行している VCS に次の設定が必要です。 

1. VCS で、[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [B2BUA の信頼で

きるホスト（B2BUA trusted hosts）] に移動し、AW GW を追加します。 

• [名前（Name）]：AW GW のわかりやすい名前（「Oslo AMGW 1」など） 

• [IP アドレス（IP address）]：AW GW の IP アドレス（10.47.43.30 など） 

• [タイプ（Type）]：[トランスコーダ（Transcoder）]   
2. VCS で、[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [トランスコーダ（Transcoders）] に

移動し、AW GW を追加します。 

• [アドレス（Address）]：AW GW の IP アドレス（10.47.43.30 など） 

• [ポート（Port）]：このポートは、AW GW の [ネットワーク（Network）] > [サービス

（Services）] ページで設定されている暗号化 SIP ポート（TLS）と一致する必要がありま

す。デフォルトは 5061 です。 

AM GW 自体の設定に関する説明については、『Microsoft OCS 2007, Lync 2010, Cisco VCS （X7） 
and Cisco AM GW （1.0 and 1.1） Deployment Guide』の「Configuring the Cisco AM GW」（参照

文書 D14652）の章を参照してください。（このマニュアルの前のバージョンも、以前の B2BUA 
VCS および AM GW 導入に使用できます）。 

既知の制限事項 
AM GW を Lync 統合と組み合わせて使用する場合、以下の制限事項と既知の問題が適用されます。 

 [拡張 OCS コラボレーション（Enhanced OCS Collaboration）] オプション キーを使用している

場合、暗号化 Lync コールをサポートするため、AM GW のバージョンが 1.1 である必要があり

ます。 
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付録 8：Lync コールへの Cisco VCS の TEL URI 
処理 
エンドポイントが電話帳からユーザを選択するのではなく電話番号をダイヤルする場合、Cisco VCS 
Control は Lync で電話番号を検索できるように番号を適切な形式にする必要があります。 

Lync は電話番号（TEL: URI とも呼ばれる）が以下の形式であることを前提としています。 
 +<country code><full dialed number> 

Cisco VCS は、変換を使用して電話番号を適切な形式にします。このような変換は、[VCS 設定

（VCS configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [トランスフォーメーション

（Transforms）] を使用してグローバルに実装されるか、適切な検索ルールに変換を設定することに

より、Lync 近接ゾーンまたは B2BUA 近接ゾーンにのみ実装することができます。 

たとえば、4 桁の内線番号を、英国の Bracknell にある電話番号が 781xxx という会社の完全電話番号

に展開するには、内線番号 1008 を +441344781008 に展開する必要があります。 

これは次のように実装できます。 
 

プライオリティ

（Priority） 
80 
（変換不要ルールよりも優先して適合されます。80 は 100 よりも優先度が

高くなります） 

ソース（Source） いずれか（Any） 

モード（Mode） エイリアスのパターン照合（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） 
（1…）@ciscotp\.com（.*） 

パターン動作（Patter 
behavior） 

置換（Replace） 

文字列の置換（Replace 
string） 

+44134478\1;@ciscotp.com;user=phone\2 

正常に一致する場合

（On successful 
match） 

続行（Continue） 

ターゲット ゾーン

（Target zone） 
To Microsoft Lync server via B2BUA 
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付録 9：非 B2BUA モードから B2BA モードへの

アップグレード 
Lync ゲートウェイ VCS（クラスタ）を X7.0 にアップグレードした後で、以下の手順を使用して 
OCS リレー、ネイバー ゾーン、CPL の使用から、B2BUA と登録済み FindMe ユーザの使用へ移行

する必要があります。 

VCS で、次の手順を実行します。 
1. VCS 設定をバックアップします（[メンテナンス（Maintenance）]>[バックアップと復元

（Backup and restore）] > [システム バックアップ ファイルの作成（Create system backup 
file）]）。VCS クラスタを使用している場合、これはすべてのクラスタ ピアで実行することがで

きます。 

2. [VCS 設定（VCS configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] >[検索ルール（Search 
rules）] に進み、Lync に対してネイバー ゾーンを転送先にしているすべての検索ルールを削除

します。 

3. [VCS 設定（VCS configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] に移動し、Lync ピ
アに対して示されているすべてのネイバー ゾーンを削除します。 

4. 以前に OCS リレーを使用していた場合は、次の手順を実行します。 

a. [VCS 設定（VCS configuration）] > [コール ポリシー（Call Policy）] > [設定

（Configuration）] に移動し、[アップロードしたファイルの削除（Delete uploaded file）] を
クリックします。VCS クラスタを使用している場合、これはすべてのクラスタ ピアで実行

することができます。OCS リレー固有の CPL と他の CPL を組み合わせた場合、OCS リ
レー固有の CPL は、アクティブな CPL スクリプトから削除される必要があります。変更さ

れた CPL がリロードされます。 

b. [アプリケーション（Applications）] > [OSC リレー（OSC Relay）] に移動し、[OCS リレー 
モード（OCS Relay Mode）] を [オフ（Off）] に設定します。 

5. [VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [相互接続（Interworking）] に進

み、[H.323 <-> SIP 相互接続モード（H.323 <-> SIP interworking mode）] を [登録済みのみ

（Registered only）] に設定します。 

6. B2BUA をすでに説明したように設定します（「Lync ゲートウェイ」VCS での B2BUA の設

定）。 

Lync Server で、次の手順を実行します。 

Lync 共有ドメインに対して Lync から VCS への固定ドメイン ルートが存在していないことを確認し

ます。 
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付録 10：IP ポート番号 
以下にリストされたポート番号はデフォルトのポート値です。実際の導入で使用される値は変更され

ることがあります。たとえば、レジストリ設定の変更、Lync や Lync クライアントでのグループ ポリ

シーからの変更、VCS での設定などで、値が変更されます。 

B2BUA と Lync 間で使用される IP ポート番号 
 

 プロトコ

ル 
B2BUA の IP 
ポート 

Lync の IP ポート 

Lync Server へのシグナリング TLS 65072 5061 
（Lync シグナリング宛先ポート） 

Lync Server からのシグナリング TLS 65072 Lync のエフェメラル ポート 

Lync Server へのプレゼンス TLS 10011 5061 
（Lync シグナリング宛先ポート） 

Lync Server からのプレゼンス TLS 10011 Lync のエフェメラル ポート 

メディア UDP 56000 ～ 57000 Lync クライアントのメディア ポート 

TURN サーバをホスティングする B2BUA と VCS 
Expressway 間で使用される IP ポート番号 
 

 プロトコ

ル 
B2BUA の IP 
ポート 

VCS Expressway の IP ポート 

すべての通信 UDP 56000 ～ 57000 3478 

ファイアウォールが B2BUA から Expressway へのデータ トラフィックを許可するように開いている

ことを確認します。 

外部 Lync クライアントで使用される IP ポート番号 
 

 プロトコ

ル 
Edge サーバ Lync クライアント 

Lync クライアントと Edge Server 
間でシグナリングのために使用され

る SIP/MTLS（Edge Server へのす

べての ICE メッセージングを含

む） 

TCP 5061 5061 

SIP/TLS TCP 443 443 

STUN UDP 3478 3478 

UDP メディア UDB 50000 ～ 59999 1024 ～ 65535 

TCP メディア TCP 50000 ～ 59999 1024 ～ 65535 
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 プロトコ

ル 
Lync クライア

ント/Edge サー

バ 

VCS Expressway 

メディアが Expressway 経由で送信

された場合の ICE メッセージング

（STUN/TURN） 

UDP 3478 3478 

Expressway 経由で送信された場合

の UDP メディア 
UDP 1024 ～ 65535 60000 ～ 61799 
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付録 11：B2BUA 経由のコールに対するメディア 
パスおよびライセンスの使用 

SIP ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール  
次のタイプのコール： 

 シグナリングは Lync、B2BUA、および VCS Control を経由します。 

 メディアは Lync クライアントと B2BUA 間で直接接続されます。 

 メディアは内部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます（SIP から SIP へのコー

ル）。 

 反対方向に発信されるコール、Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナ

リングとメディア パスを使用します。 

 ライセンス： 

• VCS Control に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

 
 シグナリング 
 メディア 
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H.323 ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール  
次のタイプのコール： 

 シグナリングは Lync、B2BUA、および VCS Control を経由します。 

 メディアは Lync クライアントと B2BUA 間で直接接続されます。 

 内部ビデオ エンドポイントからのメディアは、VCS Control を経由してから、B2BUA に直接接

続されます。 

 反対方向に発信されるコール、Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナ

リングとメディア パスを使用します。 

 ライセンス： 

• VCS Control に 1 つのトラバーサル コール ライセンス 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

 
 シグナリング 
 メディア 
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AM ゲートウェイ経由の、SIP ビデオ エンドポイントへの 
Lync クライアント コール 
次のタイプのコール： 

 シグナリングは Lync、B2BUA、AM GW および VCS Control を経由します。 

 メディアは Lync クライアントと B2BUA 間で直接接続されます。 

 メディアは内部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されてから（SIP から SIP への

コール）、AM GW に渡されて B2BUA に戻ります。 

 反対方向に発信されるコール、Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナ

リングとメディア パスを使用します。 

 ライセンス： 

• VCS Control に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

 
 シグナリング 
 メディア 

 



付録 11：B2BUA 経由のコールに対するメディア パスおよびライセンスの使用 

 

Cisco VCS 導入ガイド：Microsoft Lync 2010 および Cisco VCS X7.2 ページ 88/ 93 
  

AM ゲートウェイ経由の、H.323 ビデオ エンドポイントへの 
Lync クライアント コール 
次のタイプのコール： 

 シグナリングは Lync、B2BUA、AM GW および VCS Control を経由します。 

 メディアは Lync クライアントと B2BUA 間で直接接続されます。 

 内部ビデオ エンドポイントからのメディアは、VCS Control を経由してから、B2BUA に直接接

続されます。その後、AM GW に渡されて B2BUA に戻ります。 

 反対方向に発信されるコール、Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナ

リングとメディア パスを使用します。 

 ライセンス： 

• VCS Control に 1 つのトラバーサル コール ライセンス 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

 
 シグナリング 
 メディア 
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外部 Lync クライアントが外部ビデオ エンドポイントを

コール 
このシナリオでは、外部 Lync クライアント（alice.parkes）が外部ビデオ エンドポイント

（david.jones.external）をコールします。 

 シグナリングは Microsoft Edge Server、Lync、B2BUA、VCS Control および VCS Expressway 
を経由します。 

 Lync クライアントと B2BUA 間のメディアは Microsoft Edge Server または VCS Expressway 
TURN Server を経由します。「最適」パスを判定するには ICE 検索を使用します。 

 外部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間のメディアは VCS Control または VCS Expressway ト
ラバーサル リンクを経由します。 

 反対方向に発信されるコール、外部 Lync クライアントへの外部ビデオ エンドポイントは同じシ

グナリングとメディア パスを使用します。 

 ライセンシング 

• VCS Expressway に、1 つのトラバーサル コール ライセンスと最大 18 の TURN ライセン

ス 

• VCS Control に 1 つのトラバーサル コール ライセンス 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 
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 シグナリング 
 メディア 
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外部 Lync クライアントが内部 SIP ビデオ エンドポイント

をコール 
このシナリオでは、外部 Lync クライアント（alice.parkes）が内部ビデオ システム

（david.jones.office）をコールします。 

 シグナリングは Microsoft Edge Server、Lync、B2BUA、および VCS Control を経由します。 

 Lync クライアントと B2BUA 間のメディアは Microsoft Edge Server または VCS Expressway 
TURN Server を経由します。「最適」パスを判定するには ICE 検索を使用します。 

 メディアは内部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます（SIP から SIP へのコー

ル）。 

 反対方向に発信されるコール、外部 Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシ

グナリングとメディア パスを使用します。 

 ライセンシング 

• SIP エンドポイントとなる VCS Control に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 
（H.323 エンドポイントでは VCS Control に 1 つのトラバーサル コール ライセンスを使用） 

• 「Lync ゲートウェイ」VCS に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

 
 

 シグナリング 
 メディア 
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付録 12：フェデレーション 
コールはフェデレーテッド Lync 接続を経由して動作します。 

該当する通話者間のビデオ コールがフェデレーションで許可されている場合、コールは VCS 
B2BUA、Lync、別の Lync と Lync クライアントへのフェデレーション接続を経由して（またはさら

に VCS B2BUA からビデオ エンドポイントを経由して）ビデオ エンドポイント間で発信され、この

逆も同様です。 

http://www.youtube.com/watch?v=5IMkFxMwnwg を参照してください。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5IMkFxMwnwg
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