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はじめに 

変更履歴 

表 1    導入ガイドの変更履歴 

日付 変更内容 理由 

2016 年 1 月 Skype for Business（デスクトップ版）からの画面共有に関するサポート

情報をアップデートするために再発行。 
新規情報。 

2015 年 12 月 再発行。 ポイント ツー ポイント シナリオに

おける Lync 画面共有のサポー

ト範囲の明確化。  

2015 年 12 月 再発行。 MCU 会議で Lync からの画面

共有をサポート。  

2015 年 11 月 クラスタ化されたゲートウェイで Lync からの画面共有機能をサポート。  X8.7 のリリース。  

2015 年 11 月 ドキュメントを改訂および再構成。Lync からの画面共有機能を追加。 X8.6 のリリース。 

2014 年 12 月 更新。 X8.5 のリリース。 

2014 年 7 月 X8.2 バージョンを改訂。 コンテンツ不備 CSCup55116。 

2014 年 6 月 X8.2 バージョンを改訂し、フェデレーションの付録を追加。 新規情報。 

2014 年 6 月 更新。 X8.2 のリリース。 

2013 年 12 月 VCS X8.1 および Lync 2013 の更新。ガイドを変更して、スタティック 
ルートをベースとする導入の説明を追加し、FindMe ベースの導入設定を

別のセクションに配置。 

   

2013 年 4 月 「付録 12 フェデレーション」を削除。    

2012 年 12 月 外部ドキュメントを参照するように、B2BUA と AM GW の統合に関する

付録を改訂。 
   

2012 年 8 月 VCS X7.2 に関する内容を更新。    

2012 年 6 月 VCS X7.1 に関する内容を更新。    

2011 年 11 月 VCS X7.0、OCS 2007 R2、Lync 2010 の更新。    

2011 年 5 月 VCS X6.1 および Lync 2010 の更新。    

2010 年 11 月 VCS X5.2 の更新。    

2009 年 12 月 VCS X5 の更新。    

2009 年 8 月 VCS X3 および X4、OCS 2007 R1 および R2 の更新。    

2008 年 10 月 初回リリース：VCS X3.0、OCS 2007v3.0。    
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概要 

この導入ガイドでは、シスコ コラボレーションのビデオ ネットワークを Microsoft Lync 環境と相互運用するための設定方法を説明

します。その際は、Cisco TelePresence Video Communication Server（VCS）上でバックツーバック ユーザ エージェント

（B2BUA）を使用します。 

VCS 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。 

VCS に登録されたビデオ エンドポイントと Lync クライアントの間でビデオ コール、デスクトップ共有、プレゼンスを有効にするには、

以下を設定する必要があります。 

 ゲートウェイ VCS と VCS Control 間のネイバー ゾーン 

 Lync にコールをルーティングするためのゲートウェイ VCS 上の Lync B2BUA 

 Lync からゲートウェイ VCS へのスタティック ルート 

 VCS Control 上のプレゼンス サーバとプレゼンス ユーザ エージェント 

注：このガイドの以前のバージョンでは、拡張導入が推奨されていました。FindMe を使用してプレゼンスを拡張し、シングル ナン

バー リーチ（SNR）を実現する方法です。現在、SNR とプレゼンス用には Cisco Unified Communications Manager 製品が推奨

されており、拡張導入はレガシーと見なされていますが、「付録 2：FindMe を使用した拡張導入（57 ページ）」に詳細情報が記載さ

れています。  

導入範囲 

以下の主要な VCS ベースの導入は相互に排他的です。これらは、同一の VCS（トラバーサル ペア）上で同時に実装できません。 

 モバイル & リモート アクセス 

 Microsoft Lync 相互運用性 

 Jabber Guest 

ゲートウェイ VCS の概要と使用すべき理由 

ゲートウェイ VCS は VCS-C（VCS Control のクラスタ）であり、シスコ コラボレーションのネットワークと Microsoft Lync 環境との

相互運用性を実現します。  

以下を可能にするため、1 つの VCS-C をこの役割専用にする必要があります。 

 既存のシスコ コラボレーションのネットワークに Lync との相互運用性を追加した場合の影響を最小化する。 

 Microsoft 相互運用性オプション キーが必要な VCS の数を制限する。 

 Lync 環境から定義の必要なスタティック ルートの数を削減する。 

各スタティック ルートは単一の SIP ドメインを単一の FQDN（または IP アドレス）に対応させますが、適切な DNS レコードを

作成すると、この宛先を VCS のクラスタにマッピングできます。 

 Lync が信頼するように設定するサードパーティ アプリケーションの数を削減する。 
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Lync Server は、信頼するピアからの SIP メッセージのみを受信します。ゲートウェイ VCS（またはクラスタ）を専用にするこ

とで、Lync 内で設定する必要がある、信頼できるデバイスの数を削減できます。 

推奨事項 

 導入全体において TLS 接続を使用することを推奨します。以下の理由から、TCP は推奨しません。 

− Lync はデフォルトで TLS を使用する。 

− TCP では暗号化を使用できない。 

− TCP は、ハードウェア ロード バランサ（HLB）や Lync ディレクタを含む Lync Server 環境では機能しない可能性がある。 

− TCP を使用したスタティック ルートは、宛先 IP アドレスに接続する必要がある。そのため、TCP を使用すると、クラスタ

化されたゲートウェイ VCS による冗長性を得られない（クラスタの FQDN への TLS スタティック ルートを設定した場合

には得られる）。 

 ゲートウェイがクラスタの場合は、マスター ピアを設定して、その設定が他のピアに自動的に複製されるようにする必要があ

ります。Web インターフェイスで † が表示されているフィールドは、各ピアについて設定する必要があります。 

導入コンポーネント 

Microsoft® Lync 環境をビデオ ネットワークと統合することで、Lync と VCS に登録されたエンドポイントとのビデオ コール、Lync 
からのデスクトップ共有、ビデオ エンドポイントからのプレゼンス共有を実現します。 

図 1    この導入ガイドで使用されるトポロジ 
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図の内容 

この導入では、Lync クライアント用および VCS エンドポイント用にそれぞれ別の登録ドメインを使用しています。ルーティング ルー

プを回避する対策を取っている場合は、両方のエンドポイント セットに対して 1 つのドメインを使用することも可能です。両方に対し

て 1 つのドメインを使用する際は、コール制御に Cisco Unified Communications Manager を使用することを推奨します。 

Lync 導入の内容は以下のとおりです。 

 フロントエンド サーバの役割を持つ Lync Server のプール（分かりやすくするためサーバ 1 台で表示） 

 Edge サーバの役割を持つ Lync Server 

 Lync FE に登録された内部 Lync クライアント  

 Lync Edge に登録された外部 Lync クライアント 

シスコ ビデオ導入の内容は以下のとおりです。 

 VCS Control  

 VCS Control に登録された内部/外部ビデオ エンドポイント 

 専用のゲートウェイ VCS Control（ゲートウェイ VCS と呼びます）  

 VCS Expressway 

 ビデオ ネットワーク VCS Control に登録された MCU 

この導入での値の例 
ここに示す例では、次の値を使用します。 

 Lync 環境は SIP ドメインとして example.com を使用します。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かまいません）。 

 シスコ ビデオ ネットワークのドメインは video.example.com です（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 エンドポイントです。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@video.example.com など）。  

H.323 から SIP、および IPv4 から IPv6 へのプロトコル インターワーキングを VCS Control で実行することを推奨します。 

 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@example.com 

− Alice の URI は alice.parkes@example.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@video.example.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.home@video.example.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@video.example.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.home@video.example.com 

 Lync のフロント エンド サーバの設定では、VCS のビデオ ネットワーク ドメイン（video.example.com）での URI をゲート

ウェイ VCS にルーティングするスタティック ドメイン ルートを使用します。ドメインのスタティック ルートを使用するときは注意

が必要です。Lync がローカルに処理できないそのドメインのトラフィックは VCS にルーティングされます。 

mailto:firstname.lastname.device_type@video.example.com
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 VCS Control のプレゼンス サーバは、ゲートウェイ VCS の B2BUA アプリケーションを通じて、Lync 環境にプレゼンス情

報をパブリッシュします。このプレゼンス サーバは、ビデオ ドメイン（video.example.com）に対して権限が付与されている

必要があります。 

機能および制限事項 

VCS X8.1 以降は、Lync 2010 または Lync 2013 のフロントエンド サーバに登録された Lync 2010 および Lync 2013 クライア

ントと互換性があります。 

このトピックでは、統合環境の詳細について説明します。 

音声およびビデオ通話 

SIP および H.323 コール 

 SIP および H.323 エンドポイントは、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、VCS Control に登録された SIP および H.323 エンドポイントにコールを発信でき

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。 

 TLS が VCS と Lync 間で使用され、Microsoft 相互運用性オプション キーがゲートウェイ VCS に追加される際に、メディ

ア暗号化（SRTP）がサポートされます。 

 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）。 

 AVC 変換コールへの SVC の最大解像度は 720p 30fps です。 

 Lync クライアントで再開を選択したときに、オーディオデバイスが設定されていないという通知が表示される場合があります。

Lync クライアントの指示に従いオーディオデバイスを更新すると、再開が動作します。 

 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「ループが検出された」コールと見なします。 

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 VCS に登録された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。 

 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。 

MXP エンドポイント 

MXP エンドポイントから Lync 2013 H.264 SVC へのビデオは 15fps に制限されています（他のエンドポイントでのビデオは 
30fps です）。 
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画面共有 

 ゲートウェイ VCS によって RDP メディアを H.264 に変換できるため、Lync クライアントはビデオ ネットワーク内にある標準

ベースのエンドポイントと画面を共有できます。  

 逆変換（H.264 から RDP）はサポートされていません。エンドポイントがメイン ビデオ チャネルにプレゼンテーションを出力で

きる場合、Lync ユーザにはプレゼンテーションがそのように表示されます。出力できない場合、1 つの会議内の相手であれ

ば、会議ブリッジが Lync ユーザに送信するメイン ビデオに（標準ベースのエンドポイントからの）プレゼンテーションが合成

されます。 

 画面共有に必要なサーバ バージョンは、Lync Server 2013 です。他のサーバ バージョンは、この機能ではサポートされて

いません。 

 次の Microsoft 製クライアントは、Lync Server 2013 の環境で使用される場合にゲートウェイ VCS との相互運用が可能

です。 

− Windows 向け Lync 2013（デスクトップ版） 

− Skype for Business 2015（デスクトップ版） 

− Skype for Business 2016（デスクトップ版） 

 Skype for Business のモバイル版はサポートされていません。 

 Lync からの画面共有は、Lync クライアントが Cisco TelePresence Server 上の会議に参加している場合にサポートされ

ます。ただし、以下の点に注意してください。 

− Conductor によって管理されている Telepresence Server 上の会議では、会議から着信している Lync クライアントは、

その画面を共有できません。会議に発呼した Lync クライアントは、その画面を共有できます。 

 Lync からの画面共有は、Lync クライアントが MCU 5300 シリーズまたは MCU MSE シリーズ ブリッジ上でホストされて

いる会議に参加している場合にサポートされます。ただし、以下の点に注意してください。 

− 別のエンドポイントが Lync のプレゼンターからフロアを奪った場合に、MCU はフロアを無効にしません。元のプレゼン

ターの視点からは、Lync が共有を続けているように見えますが、他の参加者には Lync の画面は表示されていません。

問題番号 CSCux48258 [英語] を参照してください。 

 Lync からの画面共有は、Lync クライアントが MCU 4200 シリーズおよび MCU 4500 シリーズ ブリッジ上でホストされた

会議に参加している場合にはサポートされません。 

 Lync からの画面共有を使用したポイント ツー ポイント コールについて、TC、CE、DX エンドポイントでテストおよび検証が

実施されました。ただし、以下の点に注意してください。 

− TC エンドポイントでプレゼンテーション時にメイン ビデオとコンテンツを合成するには、TC バージョン 7.2 以降を実行し

ている必要があります。 

− CE エンドポイントでプレゼンテーション時にメイン ビデオとコンテンツを合成するには、CE バージョン 8.0 以降を実行し

ている必要があります。 

− DX シリーズ エンドポイントは、ファームウェア バージョン 10.2(5) 以降を実行している必要があります。DX シリーズは

コンテンツとメイン ビデオを合成できないため、これらのエンドポイントでプレゼンテーションする場合は、Lync ユーザに

はメイン ビデオではなくコンテンツが表示されます。 

 Lync から SIP または H.323 標準ベースのエンドポイントへの画面共有はサポートされていますが、シスコはすべてのケー

スを明示的にテストおよび検証することはできません。  

H.323 エンドポイントとインターワーキングする場合は、VCS Control でインターワーキング オプション キーが必要です。 

 Cisco Jabber Video for TelePresence は、Lync からの画面共有や Lync への画面共有ではサポートされていません。 

 Cisco Jabber は、Lync からの画面共有や Lync への画面共有ではサポートされていません。 

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCux48258
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画面共有のパフォーマンスの考慮事項 

すべてのプラットフォームにおいて、同時トランスコーディング セッションの最大数はデフォルトで 10 になっています。プラットフォー

ムに応じて、以下の数を推奨します。 

表 2    プラットフォームごとのデスクトップ トランスコード セッションの推奨数 

プラットフォーム  [最大 RDP トランスコード セッション数（Maximum RDP transcode sessions）] の設定 

第 1 世代 VCS アプラ

イアンス 
1 

CE500、CE1100‡、 
中規模 OVA 

10 

CE1000、CE1100‡、

大規模 OVA 
20 

注：この推奨設定では、アクティブな 10 Gbps ネットワーク接続が必要です。 

クラスタ 個別のプラットフォームの設定と同じです。マスターで入力した [最大 RDP トランスコード セッション数

（Maximum RDP transcode sessions）] が、クラスタ内の各ピアに適用されます。 

‡ CE1100 アプライアンスは、1 Gbps NIC をインストールした場合は中規模キャパシティ、10 Gbps NIC をインストールした場合

は大規模キャパシティで動作します。 

これらは保守的に選択した値です。ゲートウェイ VCS が Lync からの 100 件の同時 720p ビデオ コールを処理すると同時に、

1920 X 1080 の解像度の画面をトランスコードすることで発生する、追加の CPU 負荷を考慮した結果です。 

セッションの最大数を増やすには、以下を検討してください。 

 画面共有のトランスコーディング セッションでは、ビデオ コールよりも多くのメディア ポートが必要なため、メディア ポートの

範囲の拡大が必要になることがあります。デフォルトの範囲で対応できるのは、100 件のビデオ コール（その内の 20 件が

デスクトップを共有）です。 

 画面共有のトランスコーディングは、ビデオ（AV）コール以上に CPU に負荷がかかります。テストでは、トランスコード セッ

ション数を増やすと、CPU の負荷がほぼ直線的に増加することが示されています。画面共有なしの AV コールの数を増やし

た場合にも同様の特徴があるため、VCS が処理する同時 AV コールの数を全体的に削減すると、共有の数を増やせます。 

 高い解像度や複数のモニタを使用する場合も、パフォーマンスに影響が及びます。トランスコーダは、最大解像度の 1920 X 
1200 までは Lync から受信した解像度と同じ解像度を出力します。それを超える解像度については、トランスコーダは共有

画面を縮小し、1920 X 1200 に収まるようにします。受信した解像度が 3840 X 2160 を超えている場合、トランスコーダは

その解像度に収まるように画面をクロップしてから、縮小します。また、リソースの制約（帯域幅の制限など）に対応する必要

がある場合にも、トランスコーダは縮小を実行します。 

画面共有の導入 

以下の導入では、Lync からの画面共有がサポートされます。 

図 2   Lync 環境から VCS に登録された会議 
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図 3   Lync 環境から VCS に隣接する TelePresence Conductor によって管理された会議 

 

図 4   Lync 環境から VCS に登録された SIP または H.323 エンドポイント 

 

（注） 

1. Lync の画面共有でリソースの最適化機能を使用している場合は、TelePresence Conductor バージョン XC4.0 以降が必

要です。 

2. Lync の画面共有でリソースの最適化機能を使用している場合は、TelePresence Server バージョン 4.2 以降が必要です。 

3. インターワーキング オプション キーが必要です。 

Lync 環境 

Lync の導入規模によっては、このガイドで説明されている導入モデルよりも複雑になる可能性があります。「付録 3：拡張 Lync 導
入（68 ページ）」には、さまざまなオプションや、それぞれのケースにおける導入モデルの違いについて記載されています。 

Lync クライアントのバージョン 

VCS は通常、モバイル クライアントを含め Lync 2010 および Lync 2013 クライアントと互換性があります。特定の問題が検出さ

れた場合は、TelePresence Interoperability データベースに記録されます。 

Windows 向け Lync 2013 および Windows 向け Lync 2010 は、VCS に登録されたエンドポイントにコールを発信できます。

Mac 向け Lync 2011 ではサポートされていないビデオ コーデックが使用されているため、これは実行できません。 

Lync Server のバージョン 

VCS を Microsoft Lync Server 2013 または Lync Server 2010 と統合する場合の相互運用性における既知の相違点を次に示

します。 

Microsoft Lync Server 2010 

Microsoft Lync 2010 Server との間で暗号化された発着信コールを有効にするには、Microsoft 相互運用性オプション キーを

インストールする必要があります（ネイティブ SIP コールと H.323 から相互運用されるコールの両方に対して）。Microsoft 相互運

用性オプション キーは、Lync 2010 クライアントへの ICE コールを確立するときも、B2BUA で必要になります。 

B2BUA は、標準コーデック（H.264 など）間の変換には Cisco AM GW、Microsoft Lync 2010 クライアントと Cisco エンドポイ

ント間の高精細度コールの有効化には Microsoft RT Video and RT Audio を使用できます。 

ビデオ ネットワーク エンドポイントに対する Lync クライアントからの画面共有は、Lync Server 2010 ではサポートされていません。 

Microsoft Lync Server 2013 

B2BUA は標準 H.264 AVC と Lync 2013 の H.264UC SVC コーデック間の相互運用性を提供します。Lync 2013 とともに 
Cisco AM GW トランスコーダを使用するように B2BUA を設定することもできますが、これは必要ではなく、Lync 2013 とともに導

入しないことを推奨します。 

http://www.cisco.com/go/tp-interop/
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Lync 2013 は、H.263 をサポートしないため、Lync 2013 と正常に相互運用するには、X8.1 以降のソフトウェアが必要です。

X7.2 以前のソフトウェアが Lync 2013 と連携できるのは、Cisco AM GW トランスコーダを経由してコールがルーティングされる

場合のみです。 

Microsoft 相互運用性オプション キーは、Lync 2013 とのすべての通信タイプに必要です。 

Skype for Business Server 

サポートされていません。 

ビデオ コーデック 

Windows 向け Lync 2010 を使用する場合は、他のビデオ エンドポイントが H.263 をサポートしている必要があります。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（Windows 向け Lync 2010 は H.264 をサポートし

ていません）。 

Apple Mac OS X 向け Lync 2010 クライアントは、RTVideo のみをサポートします。H.263 や H.264 はサポートしていません。

このクライアントとシスコ コラボレーションのビデオ エンドポイントの間でビデオ コールを発信するには、RTVideo と H.263/H.264 
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 から相互運用されているコー

ルなど）を受信する場合、Lync は SDP のない INVITES をサポートしていないため、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。 

プレゼンス 

プレゼンスの更新は、VCS から Lync Server への更新のみサポートされます。  

 登録済みエンドポイントでの [連絡可能（Available）] の使用は、プレゼンス ユーザ エージェント（PUA）設定でのオプション

です。 

 ユーザについては、[オフライン（Off-line）] および [連絡可能（Available）]（FindMe ベースの設定が必要な [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 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。 

会議 

Cisco TelePresence Server 

サポートされている Lync クライアントは、TelePresence Server でホストされる会議に参加できます。 

TelePresence Server は VCS Control に登録されている必要があります。 

Lync ユーザは、TelePresence Server 会議で画面を共有できます。TelePresence Server からの合成ビデオ ストリームで、他

の参加者のプレゼンテーションを受信します。 

Cisco TelePresence MCU シリーズ 

サポートされている Lync クライアントは、MCU でホストされる会議に参加できます。 

MCU は VCS Control に登録されている必要があります。 
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Lync ユーザは、MCU 会議で画面を共有できます。MCU からの合成ビデオ ストリームで、他の参加者のプレゼンテーションを受

信します。 

MCU には、Lync からのコンテンツの共有を停止した後も、フロアを無効にしないという既知の問題があります。Lync ユーザには 
Lync が画面の共有を続けているように見えますが、他の参加者には画面は表示されなくなっています。 

サポートされない Lync 会議（AV MCU） 

標準ベースのエンドポイントと Lync クライアントが参加するポイント ツー ポイント コールでは、Lync クライアントが Lync 会議の開

始を試行するため、サード パーティを会議に招待することはできません。VCS および標準ベースのエンドポイントは、Lync 会議に

参加しているエンドポイントをサポートしません。 

Multiway 

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。 

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（VCS Configuration Guides 
ページの『Cisco TelePresence Multiway Deployment Guide』を参照してください）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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前提条件 

Lync 環境 

 Lync Server が Lync Server 2010 または Lync Server 2013 を実行している。 

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

 Topology Validation Tool を使用して、Lync Server トポロジが正常に検証されている。 

 Lync クライアントが互いにコールを発信できる（この設定の詳細は、「Lync クライアント間でのコールの検証（76 ページ）」

に記載されています）。 

シスコ コラボレーション環境 

 専用のゲートウェイ VCS が X8.1 以降を実行している。Lync の画面共有には X8.6 以降が必要になる。クラスタ化された

ゲートウェイ VCS を経由する Lync の画面共有には X8.7 以降が必要になる。 

 ネットワーク エッジの VCS ペアが、『Cisco VCS Basic Configuration (Control with Expressway) Deployment Guide』
（Cisco VCS Configuration Guides ページ）の説明のように設定されている。 

 ゲートウェイ VCS に少なくとも 1 つの非トラバーサル コール オプション キーがインストールされている。H.323 インター

ワーキングには、トラバーサル コール オプション キーも必要になる。  

 ゲートウェイ VCS に Microsoft 相互運用性キーがインストールされている。 

 VCS Expressway に TURN リレー オプション キーがインストールされている必要がある（オフサイトの Lync ユーザからの

コール用）。 

 ビデオ ネットワーク エンドポイントが互いにコールを発信できる（この設定の詳細は、「VCS に登録されたエンドポイント間で

のコールの検証（75 ページ）」に記載されています）。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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DNS レコード 

 すべての Lync Server の FQDN が、ゲートウェイ VCS で使用される DNS サーバによって解決できる（ゲートウェイと 
Lync Server は同一の DNS サーバを使用する必要がある）。 

 各ゲートウェイ VCS の FQDN が DNS によって解決できる。ゲートウェイ VCS がクラスタの場合は、クラスタの FQDN が 
DNS によって解決できる必要がある（各ピアのラウンドロビン A レコードを使用）。 

 TLS（推奨）を有効にする場合は、DNS サーバがリバース DNS ルックアップ（通常は PTR レコードを使用）をサポートしてい

る必要がある。 

設定の概要 

このマニュアルでは、以下を有効にするために Lync と B2BUA モードの VCS を設定する手順について説明します。 

1. VCS に登録された SIP および H.323 エンドポイントで、Lync に登録された内部/外部 Lync クライアントにコールを発信す

る（「Lync へのコールの有効化（14 ページ）」）。 

2. Lync Server に登録された内部/外部 Lync クライアントで、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
ンドポイントにコールを発信する（「Lync からのコールの有効化（27 ページ）」および「外部 Lync クライアントからのコールの

有効化（33 ページ）」）。 

3. Lync クライアントで、ビデオ ネットワークに登録された SIP エンドポイントとデスクトップ/アプリケーションを共有する（「Lync 
からの画面共有の有効化（35 ページ）」）。 

4. Lync クライアントで、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 ステータスを確認する（「VCS に登録され

たエンドポイントのプレゼンスの Lync クライアントへの表示（36 ページ）」）。 

この設定プロセスでは、これらの各段階について個別に説明します。そのため、段階ごとに実装でき、次に移行する前にテストでき

ます。 
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Lync へのコールの有効化 

表 3    コラボレーション エンドポイントから Lync クライアント（すべて内部）へのコールを有効化するために必要なタスクの概要 

コマンドまたはアクション 目的 

ゲートウェイ VCS の設定（14 ページ） お使いの環境でゲートウェイ VCS を機能させるための準備を実施します（DNS 
と NTP の設定、クラスタ名の入力）。 

VCS Control からゲートウェイへのネイバー 
ゾーンの設定（17 ページ） 

Lync ドメインへのコールをゲートウェイ VCS にルーティングします。 

Lync Server 環境の設定（20 ページ） SIP TLS を有効化し、ゲートウェイ VCS を信頼し、メディア暗号化を設定します。 

ゲートウェイ VCS での B2BUA と検索ルール

の設定（23 ページ） 
Lync ドメインへのコールを内部 Lync 環境にルーティングします。 

内部エンドポイントから内部 Lync クライアント

へのコールのテスト（26 ページ） 
この部分の設定を検証します。 

 

ゲートウェイ VCS の設定 

表 4    ネットワーク用のゲートウェイ VCS の準備 

コマンドまたはアクション 目的 

タスク 1：ゲートウェイへの CA 証明書とサーバ証明書

のロード（15 ページ） 
Lync Server 環境に対して TLS を有効化します。 

タスク 2：DNS とローカル ホスト名の設定（15 ページ） ゲートウェイ VCS が信頼できる Lync Server（B2BUA ホスト）を解決で

きるようにします。 

タスク 3：クラスタ名の入力（16 ページ） Lync Server のスタティック ルートがゲートウェイ VCS クラスタを解決

できるようにします。 

タスク 4：NTP サーバの設定（17 ページ） ゲートウェイ VCS を Lync Server 環境と同期させます。 

タスク 5：SIP TLS の有効化（17 ページ） Lync Server 環境に対して TLS を有効化します。 
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タスク 1：ゲートウェイ VCS への CA 証明書とサーバ証明書のロード 

各ゲートウェイ VCS で CA 証明書、サーバ証明書、秘密キーを取得してロードします。  

証明書の指定と要求 

 また、相互 TLS 認証のために、サーバ証明書は VCS をクライアントとして認証できなければなりません。 

 ゲートウェイ VCS のサーバ証明書には、FQDN が共通名として含まれている必要があります。ゲートウェイ VCS がクラスタ

の一部の場合は、クラスタおよびクラスタ内のピアの FQDN が SAN として含まれている必要があります。 

たとえば、証明書署名要求フィールドには次のように入力します。 

− [サブジェクト名（Subject Name）]：VCS ピアの FQDN を入力します（例：vcs01.example.com）。 

− [サブジェクトの別名（Subject Alternate Name）]：VCS クラスタの FQDN と VCS ピアのルーティング可能な FQDN を、

カンマで区切ったリスト形式で入力します（例：lyncvcs.example.com, vcs01.example.com）。 

証明書と秘密キーのロード 

 [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ証明書（Security certificates）] > [信頼された CA 証明書（Trusted CA 
certificate）] に移動し、VCS の信頼された CA 証明書をロードします。 

 [メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ証明書（Security certificates）] > [サーバ証明書（Server certificate）] に
移動し、VCS のサーバ証明書と秘密キーをロードします。 

VCS 用の証明書作成の詳細については、『VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide』を参照してください。 

タスク 2：DNS とローカル ホスト名の設定 

DNS サーバの詳細の設定 

ゲートウェイ VCS は、Lync Server と同じ DNS サーバを使用するように設定する必要があります。 

Lync Server 上で、次の手順を実行します。 

1. Windows の [スタート] メニューで、[Run] を選択します。 

2. [Open] フィールドに cmd と入力して、[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、次のように入力します。 
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 であるということは、Lync Server が同じハードウェア上の DNS サーバを使用してい

ることを意味します。VCS では、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。 

各ゲートウェイ VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. [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。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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b. Lync Server に 2 つ以上の DNS サーバが定義されている場合は、それらのサーバの IP アドレスを、追加のデフォ

ルト DNS サーバ 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。 

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。 

[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使用して設定します 

4. Lync のフロント エンド サーバの IP アドレスを含めるように、次の使用可能なドメインごとの DNS サーバ アドレスを設定し、

関連のドメイン名として Lync ドメイン（example.com など）を指定します。 

（この設定は、ネットワークのセットアップに必要です： Lync は頻繁にコンタクト ヘッダー内にホスト名を組み込み、場合に

よっては、Windows ドメインの外側で解決できない場合があります）。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

システム ホスト名および DNS ドメインの入力 

各ゲートウェイ VCS ピアに一意のシステム ホスト名を設定し、DNS ドメインが正しいことを確認します。 

1. [システム（System）] > [DNS] に移動し、次の項目を設定します。 

a. [システム ホスト名（System host name）] に、この 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 VCS のドメイン名を設定します。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

（注） 

 この VCS のルーティング可能な FQDN は、システム ホスト名とドメイン名を結合したものです。 

 VCS と Lync Server 環境の間で TLS を適切に有効化するには、これらの項目を設定する必要があります。  

設定されていない場合、ネイバー ゾーンがアクティブになり、VCS が Lync Server にメッセージを送信する可能性はありま

すが、Lync Server は VCS への TLS 接続を開始しません。 

タスク 3：クラスタ名の入力 

Lync の設定では、常にゲートウェイ VCS のクラスタ名/FQDN を使用するスタティック ルートが使用されます。 

各ゲートウェイ VCS ピアについて（1 つだけの場合でも）、クラスタ名（[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [クラ

スタ名（Cluster name）]）がクラスタの FQDN であることを確認してください。FQDN は、クラスタのセットアップ時に作成されていま

す。クラスタ名の変更の詳細については、『VCS Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。 
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タスク 4：NTP サーバの設定 

各ゲートウェイ VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. [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. （オプション）追加の NTP サーバの詳細を入力します。 

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

Lync Server が使用しているタイム サーバを確認するには、Windows のコマンド ラインで net time /querysntp と入力します。 

タスク 5：SIP TLS の有効化 

1. [設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP] に移動します。 

2. [TLS モード（TLS mode）] を [オン（On）] に設定します。 

VCS Control からゲートウェイへのネイバー ゾーンの設定 

ビデオ ネットワークには、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. VCS Control からゲートウェイ VCS（クラスタ）へのネイバー ゾーンを設定します。 

2. Lync ドメインへのコールをゲートウェイ VCS（クラスタ）にルーティングするための検索ルールを、VCS Control で設定し

ます。 

3. （必要な場合のみ）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ゲー

トウェイ VCS（クラスタ）にルーティングするための検索ルールを、VCS Control で設定します。そのようなドメインが存在しな

い場合は、この手順は不要です。 

タスク 1：VCS Control からゲートウェイ VCS へのネイバー ゾーンの作成 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

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

名前（Name） 「To Gateway」など、適切な名前 

タイプ（Type） ネイバー（Neighbor） 

H.323 モード（H.323 Mode） オフ（Off） 

SIP モード（SIP mode） オン（On） 

ポート（Port） 5061（または、TLS モード SIP のゲートウェイ VCS の SIP ポートと同じ値） 

トランスポート（Transport） TLS 

[ロケーション（Location）] セクション： 
[ピア 1 アドレス（Peer 1 address）] 

ゲートウェイ VCS の IP アドレスまたは FQDN（または、ゲートウェイ VCS クラ

スタの最初の VCS） 
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[ロケーション（Location）] セクション： 
[ピア 2 アドレス（Peer 2 address）] ～ 
[ピア 6 アドレス（Peer 6 address）] 

2 番目から 6 番目のゲートウェイ 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 

  

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

 

タスク 2：Lync ドメインへのコールをゲートウェイ VCS にルーティングするための検索ルールの作成 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のフィールドを設定します（他のすべてのフィールドはデフォルト値のままにします）。 
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ルール名（Rule name） 「Route to Gateway」など、適切な名前 

説明（Description） （オプション）他の検索ルールと識別しやすくするために、検索ルールの説明を入力し

ます 

プライオリティ（Priority） デフォルトのまま。例：100 

ソース（Source） 任意（Any） 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern 
string） 

.+@example\.com.* 

パターン動作（Pattern 
behavior） 

変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On 
successful match） 

続行（Continue） 

ターゲット（Target） 「To Gateway」など、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。 
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タスク 3：他の Lync ドメインへのコールをゲートウェイ VCS にルーティングするための検索ルールの作成 

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）他のドメインが存在する場合は、それらのドメインへのコールを

ゲートウェイ VCS にルーティングする必要もあります。この例では、「domain.name」を使用します。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

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

ルール名（Rule name） 「Route domain xxx to Gateway」など、適切な名前 

説明（Description） （オプション）他の検索ルールと識別しやすくするために、検索ルールの説明を入力

します 

プライオリティ（Priority） デフォルトのまま。例：100 

ソース（Source） 任意（Any） 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern string） .+@domain\.name.* 

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 Gateway」など、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. 追加の検索ルールが必要な場合は、プロセスを繰り返します。 

Lync Server 環境の設定  

 タスク 1：ゲートウェイの信頼（20 ページ） 

 タスク 2：Lync Server メディア暗号化機能の設定（22 ページ） 

タスク 1：ゲートウェイ VCS の信頼 

Lync Server は VCS をアプリケーションとして扱うため、この手順により、Lync 環境の各 VCS ゲートウェイ（クラスタ）用に信頼で

きるアプリケーション プールを作成します。その後、アプリケーション プールに下位ピアを追加し、そのプール内で実行する信頼でき

るアプリケーションを作成し、トポロジを有効化します。 

次の手順のコンテキストは、お使いの Lync 環境によって以下のように異なります。 

 Lync ディレクタを使用している場合は、ゲートウェイ VCS を信頼し、トラフィックをゲートウェイ 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。 
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ビデオ ドメインへのコールを受信する他の Lync FE サーバは、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。 

 FE サーバ 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、各サーバ プールを設定します。 

 Lync FE サーバが 1 つだけの場合は、そのサーバを設定します。 

注：以下のシェル コマンドを実行すると、マシン名が Active Directory ドメインで見当たらないという警告が表示されることがありま

す。ゲートウェイ VCS を AD ドメインに追加する必要はないため、この警告は無視してください。 

1. Lync Server 管理シェルを開きます。 

2. コマンド New-CsTrustedApplicationPool を使用して、ゲートウェイ VCS 用の信頼できるアプリケーション プールを作成

します。  

（各ゲートウェイ VCS、または各ゲートウェイ VCS クラスタのマスター ピアに対して、このコマンドを繰り返します） 

コマンド例 

C:\Users\Administrator.example>New-CsTrustedApplicationPool -Identity lyncvcs.video.example.com 
-ComputerFqdn vcs01.video.example.com -Registrar fepool.example.com -site 1 -RequiresReplication 
$false -ThrottleAsServer $true -TreatAsAuthenticated $true 

 
表 5    パラメータ リファレンス 

-Identity ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN。VCS のサーバ証明書の共通名またはサブジェクト

名の別名と一致している必要があります。 

-ComputerFqdn ゲートウェイ VCS ピアの FQDN（クラスタを実行している場合はマスターの FQDN）。

VCS のサーバ証明書の共通名と一致している必要があります。 

-Registrar Lync プールに対するレジストラの FQDN。 

-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。 

Get-CsSite を使用すると、サイト（SiteID）および関連するプールのリストを取得でき

ます。 

-RequiresReplication 
$false 

プール間で、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。 

-ThrottleAsServer $true 信頼できるデバイスが、クライアントではなく、サーバであるため、メッセージのスロットリン

グを緩和します。 

-TreatAsAuthenticated 
$true 

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。 

3. ゲートウェイ VCS がクラスタの場合は、コマンド New-CsTrustedApplicationComputer を使用して、各ピアを信頼できる

アプリケーション プールに追加します。 

（各ゲートウェイ VCS クラスタの各下位ピアに対して、このコマンドを繰り返します） 

コマンド例 

C:\Users\Administrator.example> New-CsTrustedApplicationComputer -Identity 
vcs02.video.example.com -Pool lyncvcs.video.example.com 
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表 6    パラメータ リファレンス 

-Identity 追加する VCS ピアの FQDN（vcs02.video.example.com など）。ピアのサーバ証明書の共通名と一致

している必要があります。 

-Pool アプリケーション プールの FQDN（アプリケーション プールを作成した際の -identity の値）。 

4. コマンド New-CsTrustedApplication を使用して、新しいアプリケーションを信頼できるアプリケーション プールに割り当て

ます。 

コマンド例 

C:\Users\Administrator.example>New-CsTrustedApplication -ApplicationId VCSApplication1 -
TrustedApplicationPoolFqdn lyncvcs.video.example.com -Port 65072 

表 7    パラメータ リファレンス 

-ApplicationID ゲートウェイ VCS アプリケーションの名前を設定します（これは Lync 専用で、DNS 
名ではありません）。 

-TrustedApplicationPoolFQDN ゲートウェイ VCS の FQDN 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。ゲートウェイ B2BUA の [Lync 
コール通信のための B2BUA 上のポート（Port on B2BUA for Lync call 
communications）] と一致している必要があります（デフォルトは 65072）。 

5. コマンド Enable-CsTopology を実行して、設定を有効にします。 

6. アプリケーション プールとアプリケーションの設定を読み込んで確認するには、Get-CsTrustedApplicationPool および 
Get-CsTrustedApplication を使用します。 

タスク 2：Lync Server メディア暗号化機能の設定 

Lync Server では、強制的なメディア暗号化がデフォルトになっています。お使いのビデオ ネットワークに適合させるため、変更が

必要になる場合があります。Lync Server での現在のメディア暗号化ポリシーを読み取るには、get-CsMediaConfiguration を
使用します。デフォルトの EncryptionLevel は RequireEncryption です。 

また、Lync SRTP で使用されるヘッダーは、シスコ コラボレーション デバイスで使用されるものとは異なります。ゲートウェイ VCS 
に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされている場合は、VCS B2BUA でこれらのヘッダーを変更できます。 

Lync Server でのデフォルトの暗号化を変更する必要があるケース 

Lync Server でのメディア暗号化の設定は変更できます。次の要素に応じて値を選択してください。 

 Lync とゲートウェイ VCS の間の接続が TLS かどうか 

接続が TLS の場合は、強制的な暗号化が可能です。  

接続が TLS ではない場合は、安全でない接続を通じて暗号キーが送信されることはありません。強制的な暗号化は実行で

きず、コールは失敗します。そのような場合は、Lync Server のデフォルトのメディア暗号化を変更する必要があります。 

 ゲートウェイ VCS に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされているかどうか 

このキーは、Lync Server 2013 との相互運用および RDP のトランスコーディングに必要です。このキーがゲートウェイ 
VCS にインストールされている場合は、強制的な暗号化が可能です。 
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Lync Server 2010 と相互運用している場合は、ゲートウェイ VCS にこのキーがインストールされていない可能性がありま

す。そのような場合は、B2BUA が Lync からの SRTP ヘッダーを変更できないため、強制的な暗号化は実行できません。

Lync Server のデフォルトのメディア暗号化を変更する必要があります。 

 ネットワーク内のすべてのビデオ エンドポイントが暗号化メディアをサポートして提供しているかどうか 

VCS に登録されたすべてのエンドポイントがメディア暗号化を実行できる場合は、Lync Server での強制的な暗号化が可能

です。  

メディア暗号化を実行できないエンドポイントがある場合は、Lync Server からの強制的な暗号化は機能しません。  

ただし、VCS Control のゾーンを使用すると、それらのエンドポイントの代わりにメディアを暗号化できます。VCS Control で
検索ルールをセットアップし、[メディア暗号化ポリシー（Media encryption policy）] が [強制暗号化（Force encrypted）] 
に設定されているゾーンを介して、それらのエンドポイントとの間のコールをルーティングします。  

重要：このオプションを選択した場合は、ゲートウェイ VCS のネイバー ゾーンの [メディア暗号化ポリシー（Media 
encryption policy）] を [自動（Auto）] に設定します。ゲートウェイ VCS 上のエンドポイントの代わりに強制的な暗号化を実

行しないでください。 

エンドポイントの代わりにメディアを暗号化することが非実用的または不可能な場合は、Lync Server のデフォルトのメディア

暗号化を変更する必要があります。 

Lync Server のメディア暗号化ポリシーの変更方法 

Lync Server のメディア暗号化ポリシーを設定するには、Set-CsMediaConfiguration を次のように使用します。 

set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel <value>。<value> は、RequireEncryption、SupportEncryption、
DoNotSupportEncryption のいずれかです。 

次に例を示します。 

C:\Users\Administrator.example> set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel SupportEncryption 

Set-CsMediaConfiguration に関する TechNet 記事を参照してください。 

（注） 

 EncryptionLevel は Lync クライアントに渡されて、Lync クライアントの動作を変化させます。ユーザは Lync クライアント

からログアウトし、再びログインする必要があります。 

EncryptionLevel がプール全体に伝播するまでに時間がかかる場合があります（複雑さに応じて最長 1 時間）。Lync クラ

イアントの再起動が早すぎると、メディア暗号化ポリシーが変更されない可能性があります。  

 ゲートウェイ VCS に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされており、Lync Server に TLS 接続している

場合は、デフォルト設定の –EncryptionLevel RequireEncryption を使用できます。  

その場合、すべてのビデオ エンドポイントが暗号化をサポートしていないと、コールが失敗します。メディア暗号化を実行でき

ないエンドポイントが存在する場合は、-EncryptionLevel SupportEncryption を使用する必要があります。 

ゲートウェイ VCS での B2BUA と検索ルールの設定 

 タスク 3：ゲートウェイでの B2BUA の設定（24 ページ） 

 タスク 4：Lync ドメインへのコールを Lync 環境にルーティングするための検索ルールの作成（25 ページ） 

 タスク 5：（必要な場合）コールを Lync でサポートされている他のドメインにルーティングするための検索ルールの作成（26 
ページ） 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398580.aspx
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タスク 3：ゲートウェイ VCS での B2BUA の設定 

[Lync シグナリング宛先アドレス（Lync signaling destination address）] および [Lync シグナリング宛先ポート（Lync signaling 
destination port）] に入力する値は、Lync 環境の構成により異なります。 

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 サーバ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 Lync FE サーバまたは FE サーバ プールである Lync Server またはサーバ プール 

1. [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） 

上記で指定したデバイスの IP アドレスまたは FQDN（dirpool.example.com 
など） 

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） 

なし 

この B2BUA に対して RDP トランスコー

ディングを有効化する（Enable RDP 
transcoding for this B2BUA） 

[はい（Yes）] に設定すると、Lync クライアントからシスコ コラボレーションのエ

ンドポイントへのデスクトップ/アプリケーション共有が有効になります。[最大 
RDP トランスコード セッション数（Maximum RDP transcode sessions）] は
デフォルトで 10 になっています。必要に応じて変更するには、[詳細設定を表

示（Show advanced settings）] をクリックします。 

この B2BUA に対して外部トランスコーダ

を有効化する（Enable external 
transcoders for this B2BUA） 

Cisco AM GW を使用しない場合は、[いいえ（No）] に設定します。Cisco AM 
GW を使用する場合は、『Microsoft Lync 2010, VCS and Cisco AM GW 
Deployment Guide』を参照してください。 

TURN サービスを提供（Offer TURN 
Services） 

なし 

詳細設定（Advanced Settings） 特に指定されていない限り、すべての詳細設定をデフォルト値のままにします。  
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3. [保存（Save）] をクリックします。 

これで、B2BUA がアクティブになり、[B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via 
B2BUA）] という設定不能なネイバー ゾーンが作成されました。 

タスク 4：Lync ドメインへのコールを Lync 環境にルーティングするための検索ルールの作成 

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、ネイバーに送信する前に、検索ルールを使用して URI を変換できます。たとえば、ドメインの追加や変更、ユーザ ID プレ

フィックスの追加、削除、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、「Lync コールに関する VCS の TEL URI 処理（79 ページ）」を参照してください）。 

このシナリオでは、ドメイン example.com へのすべてのコールが照合されます（さらに、B2BUA を介して Lync に渡されます）。変

換は不要です。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 検索ルールを設定し、identifier@example.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） 任意（Any） 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern string） .+@example\.com.* 

パターン動作（Pattern behavior） 変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On successful match） 停止（Stop） 

転送先ゾーン（Target zone） B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync 
Server via B2BUA） 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

注：[任意のエイリアス（Any alias）] の [モード（Mode）] は決して使用しないでください。可能な限り、Lync ドメインに一致するパ

ターン文字列を常に使用することで、Lync が処理するコール、通知およびほかのメッセージだけが、Microsoft Lync Server に送

信されます。[任意のエイリアス（Any alias）] を選択すると、Lync がサポートし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ます（一致するより高い優先順位の検索ルールがない場合）。 

この設定ミスにより、遅延が発生したり、コールやプレゼンスなどが失敗したりする可能性があります。 
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タスク 5：（必要な場合）コールを Lync でサポートされている他のドメインにルーティングするための検索ルールの作成 

Lync が単一のドメインだけをサポートする場合、ここでは他の検索ルールは必要ではありません。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。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 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） 任意（Any） 

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

 （[任意のエイリアス（Any alias）] の [モード（Mode）] は決して使用しないでください） 

パターン タイプ（Pattern type） 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） 

転送先ゾーン（Target zone） B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via B2BUA） 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

5. Lync でサポートされるすべてのドメイン（ビデオ ネットワークでは使用されない）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。 

内部エンドポイントから内部 Lync クライアントへのコールのテスト 

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、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@example.com また

は alice.parkes@example.com にコールします。 

Mac OS X 向け Lync が使用されているが、Cisco AM GW がインストールされていない場合、Mac 向け Lync が標準ベースの

エンドポイントによってサポートされるビデオ コーデックをサポートしていないため、コールは音声コールのみになることに注意してく

ださい。 
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Lync からのコールの有効化 

表 8    Lync クライアントからコラボレーション エンドポイント（すべて内部）へのコールを有効化するために必要なタスクの概要 

コマンドまたはアクション 目的 

B2BUA の信頼できるホストの設定（27 ページ） ゲートウェイ VCS の B2BUA アプリケーションに、Lync コールの発信元のリ

ストを提供します。必要なアドレスは、Lync Server 環境の構成に応じて異な

ります。 

ゲートウェイ VCS から VCS Control へのネイ

バー ゾーンの設定（28 ページ） 
Lync から発信されたコールを、ゲートウェイ VCS から VCS Control にルー

ティングします。 

Lync Server からゲートウェイ VCS へのスタ

ティック ルートの設定（31 ページ） 
Lync Server が、内部 SIP ドメイン内の認識されないアドレスをゲートウェイ 
VCS にルーティングできるようにします。 

内部 Lync クライアントから内部エンドポイントへ

のコールのテスト（32 ページ） 
Lync クライアントからのコールが適切にルーティングされることを検証します。 

 

B2BUA の信頼できるホストの設定 

Lync 環境からのスタティック ルートを作成する際は、それらのルートのソースにあるホストを信頼するように B2BUA を設定する必

要があります。VCS が信頼する必要があるホストは、Lync 環境の構成に応じて異なります。 

状況 信頼するもの 

Lync 環境に単一の FE サーバがある Lync FE サーバ 

Lync 環境に複数のフロントエンド サーバがある（このマニュアルで扱われる導入方法） ゲートウェイ VCS にトラフィックを送

信する Lync FE サーバ 

Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサが Lync 環境の前段にある（「付録 3：
拡張 Lync 導入（68 ページ）」を参照） 

ハードウェア ロード バランサおよび 
Lync ディレクタ 

Lync ディレクタが Lync 環境の前段にある（「付録 3：拡張 Lync 導入（68 ページ）」を 
参照） 

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 サーバの前にハードウェア 
ロード バランサがある（「付録 3：拡張 Lync 導入（68 ページ）」を参照） 

ハードウェア ロード バランサと Lync 
FE サーバ 

1. [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。 
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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） 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

5. 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。 

 

（注）   

 信頼できるホストの検証は、VCS ビデオ ネットワークにインバウンドされる Lync によって開始されるコールにのみ適用され

ます。コールの開始が VCS ビデオ ネットワークからのみの場合は、信頼できるホストを設定する必要はありません。 

 VCS では、信頼できるホスト数が 25 に制限されています。信頼できるホストの数が 25 を超えると、VCS でアラームが発

生します。別のゲートウェイ VCS を追加するか、Lync Server の一部を Lync プロキシにポイントし、代わりにプロキシを信

頼することにより、この制約を回避できます。 

ゲートウェイ VCS から VCS Control へのネイバー ゾーンの設定 

注：このマニュアルの以前のバージョンでは、この手順はオプションになっており、レジストラとして動作する VCS でゲートウェイ機

能をホストするかどうかに応じて決まっていました。現在は、1 つの VCS を両方の目的に使用することは推奨されていません。

Lync デスクトップ共有セッションのトランスコーディングにより、必要な CPU リソースが増加したためです。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

暗号化されたコールを処理できるようにするため、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。他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

名前（Name） 「To video network」 

タイプ（Type） ネイバー（Neighbor） 

H.323 モード（H.323 Mode） オフ（Off） 

SIP モード（SIP mode） オン（On） 

ポート（Port） 5061（または、VCS Control に設定されている SIP TLS ポート

と同じ値） 

トランスポート（Transport） TLS 
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プロキシ経由の登録を許可（Accept proxied 
registrations） 

拒否（Deny） 

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

VCS Control の IP アドレスまたは FQDN（または、クラスタの

場合はマスター ピア） 

[ロケーション（Location）]：[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（必要な場合） 

4. [保存（Save）] をクリックします。 
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ビデオ ネットワーク ドメインのコールをビデオ ネットワークにルーティングするための検索ルールの作成 

注：このマニュアルの以前のバージョンでは、この手順はオプションになっており、レジストラとして動作する VCS でゲートウェイ機

能をホストするかどうかに応じて決まっていました。現在は、1 つの VCS を両方の目的に使用することは推奨されていません。

Lync デスクトップ共有セッションのトランスコーディングにより、必要な CPU リソースが増加したためです。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 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（他のフィールドはデフォルト値のまま

にします）。 

ルール名（Rule name） 「Route to Video network」など、適切な名前 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern string） .+@video\.example\.com.*（「video.example.com」ドメインのすべてに一致） 

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

5. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
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6. 上記の手順を繰り返して、各ビデオ ネットワーク ドメイン用のルールを追加します。 

Lync Server からゲートウェイ VCS へのスタティック ルートの設定 

ここではゲートウェイ VCS にビデオ ドメインへのコールをルーティングするドメイン スタティック ルートを設定します。 

このルートは、ディレクタ（プール）がある場合はそこに存在し、それ以外の場合は FE サーバ（プール）に存在します。 

注：Lync Server 上のスタティック ルートを追加したり削除した場合、そのルートを必要とする他のすべての Lync Server に対して

ルートが自動的に適用されることはありません。そのルートをグローバル スタティック ルーティング設定に追加する必要があります。

その後、変更されたトポロジを有効化して、変更を有効にする必要があります。 

1. New-CsStaticRoute を使用して、Lync からゲートウェイ VCS へのスタティック ルートを作成します。次のスイッチを使用し

ます。 

$routename=New-CsStaticRoute：新しいルートを保持する変数の名前を設定して割り当てます。 

-TLSRoute：ルートは TLS を使用します（推奨）。 

-TCPRoute：ルートは TCP を使用します（非推奨）。 

-Destination：ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN。TCP ルートの場合は、IP アドレスを使用します。 

-MatchUri：ゲートウェイ VCS が権限を持っている SIP ドメイン。 

-Port：ネイバーに対して使用する TLS ポートまたは TCP ポート。これは、[Lync コール通信のための B2BUA 上のポート

（Port on B2BUA for Lync call communications）] と同じポートにする必要があります。デフォルトは 65072 ですが、ゲー

トウェイ VCS での B2BUA の詳細な設定を確認できます（[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft 
Lync] > [設定（Configuration）]）。 

-UseDefaultCertificate：TLS を使用する場合、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ために指定しま

す（$true にする必要があります）。TCP ルートを作成する場合は、このスイッチを使用しないでください。 

TLS ルートの例を以下に示します。 
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C:\Users\administrator.example> $Route1=New-CsStaticRoute -TLSRoute -Destination 
"lyncvcs.video.example.com" -MatchUri "video.example.com" –Port 65072 -UseDefaultCertificate 
$true 

TCP ルートの例を以下に示します。 

C:\Users\administrator.example> $Route1=New-CsStaticRoute -TCPRoute -Destination "10.0.0.2" -
MatchUri "video.example.com" –Port 65072 

2. Set-CsStaticRoutingConfiguration を使用して、Lync Server 環境のルーティング設定にルートを割り当てます。 

-Identity：新しいルートのルーティング設定の範囲を指定します。これは、global に設定するか、特定のプールのアイデ

ンティティを入力します。プールに特定のスタティック ルートがない場合は、グローバル ルートが選択されます。 

-Route @{Add=$routename}：アイデンティティに割り当てるルートの名前です（中カッコに注意してください）。 

次に例を示します。 

C:\Users\administrator.example> Set-CsStaticRoutingConfiguration -Identity global -Route 
@{Add=$Route1} 

3. 以下を使用して、スタティック ルートの割り当てを確認します。  
Get-CsStaticRoutingConfiguration | Select-Object -ExpandProperty Route 

4. ビデオ ネットワーク内の他のドメイン用に、他のスタティック ルートを追加して割り当てます。 

5. Enable-CsTopology を使用し、変更したルーティング設定を特定範囲に対して有効にします。 

次の点に注意してください。 

 Lync サーバがコールをルーティングしようとする場合、最初に、その Lync サーバのすべての登録で、次の確認をします。 

− 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。または、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。 

− 登録がない場合は、Lync サーバはスタティック ドメインのルートを確認し、このドメインに対してドメインのルートがある

場合は、Lync サーバは指定された宛先にそのコールをルーティングします。  

 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。 

内部 Lync クライアントから内部エンドポイントへのコールのテスト 

Lync Server 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 Server に登録された Lync クライアントから david.jones.office@video.example.com にコールします。 
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外部 Lync クライアントからのコールの 
有効化 

表 9    シスコ コラボレーションのネットワークでの TURN の設定 

コマンドまたはアクション 目的 

VCS Expressway での TURN サーバの有効化（33 ページ） VCS Expressway が、外部 Lync クライアントと内部エンドポイ

ントの間でメディアをリレーできるようにします。 

外部 Lync クライアントに TURN サービスを提供するための 
Lync B2BUA の設定（34 ページ） 

Lync クライアントが接続を確立（ICE）する際に、TURN サーバ

のアドレスを Lync クライアントに渡します。 

 

VCS Expressway での TURN サーバの有効化 

前提条件 

 VCS Expressway が、Cisco VCS Configuration Guides ページの『Cisco VCS Basic Configuration (Control with 
Expressway) Deployment Guide』の要件に応じて設定されている。 

 VCS Expressway に TURN リレー オプション キーがインストールされている。 

ゲートウェイ VCS 用のローカル アカウントの作成および TURN サービスの有効化 

1. VCS Expressway にログインし、[設定（Configuration）] > [トラバーサル（Traversal）] > [TURN] に移動します。 

2. [TURN サービス（TURN services）] を [オン（On）] に設定します。 

3. [ローカル データベースの TURN クライアント クレデンシャルの設定（Configure TURN client credentials on local 
database）] をクリックします。 

ローカル認証アカウントを示すウィンドウがポップアップします。 

4. [新規（New）] をクリックします。 

5. ゲートウェイ VCS アカウントとして識別できるように、[名前（Name）] を入力します（GatewayB2BUA など）。 

6. ゲートウェイ VCS の認証用に、[パスワード（Password）] を入力します。 

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

8. ポップアップ ウィンドウを閉じます。 

9. 他のすべての設定フィールドはデフォルト値のままにします。 

10. [保存（Save）] をクリックします。 

[TURN サーバ ステータス（TURN server status）] セクションに、リスニング アドレス、アクティブなクライアント数、アクティ

ブなリレー数が表示されるようになります。  

注：将来、このページのデフォルト設定を変更する必要が生じた場合は、変更した TURN サーバを次の手順で再起動してく

ださい。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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a. 変更を加えたら、[TURN サービス（TURN services）] を [オフ（Off）] に設定します。 

b. [保存（Save）] をクリックし、[TURN サービス（TURN services）] を [オン（On）] に設定します 

c. [保存（Save）] をクリックします。 

外部 Lync クライアントに TURN サービスを提供するための Lync B2BUA の設定 

前提条件 

 ゲートウェイ VCS に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされている。 

 DMZ 内に TURN サーバがある。このトピックでは、TURN サーバとして VCS Expressway を使用することを前提としてい

ます。 

ゲートウェイ VCS での TURN サービスの設定 

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. [アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [B2BUA TURN サーバ（B2BUA TURN servers）] 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。 

TURN サーバ アドレス（TURN server 
address） 

TURN を有効化した VCS Expressway の IP アドレスです。 
（単一の VCS です。クラスタの 1 つのピアの場合があります） 

TURN サーバ ポート（TURN server 
port） 

3478 

VCS Expressway でのデフォルトの TURN リスニング ポートです。 

大規模なシステムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デ

フォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。 

説明（Description） この TURN サーバの説明（オプション）。 

TURN サービス ユーザ名（TURN 
services username）と 
TURN サービス パスワード（TURN 
services password） 

ゲートウェイ VCS が TURN サーバに対する認証で使用するユーザ名とパスワー

ドです（GatewayB2BUA など）。 

4. [アドレスの追加（Add address）] をクリックします。 

5. 追加の TURN サーバが必要な場合は、上記の手順を繰り返します。 

6. [アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [設定（Configuration）] に移動します。 

7. [TURN サービスを提供（Offer TURN Services）] を [はい（Yes）] に設定します。 

8. [保存（Save）] をクリックします。 
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Lync からの画面共有の有効化 
前提条件 

 Lync クライアントが VCS に登録されたエンドポイントにビデオ コールを発信できる。 

 Microsoft 相互運用性キーがゲートウェイ VCS にインストールされている。 

 「ポート リファレンス（44 ページ）」および「画面共有（7 ページ）」を読む。 

ゲートウェイ VCS での RDP トランスコーディングの有効化 

1. [アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [設定（Configuration）] に移動します。 

2. [この B2BUA に対して RDP トランスコーディングを有効化する（Enable RDP transcoding for this B2BUA）] を探して、

[はい（Yes）] を選択します。 

3. お使いの環境で必要な場合は、以下の詳細設定を調整します。 

表 10    RDP トランスコーディングの詳細設定 

設定名 デフォルト設定と説明 

RDP TCP ポート範囲の開始 - 終了（RDP TCP 
port range start - end） 

6000 ～ 6099（Lync クライアントからの着信 TCP プレゼンテーション 
ストリーム） 

RDP UDP ポート範囲の開始 - 終了（RDP UDP 
port range start - end） 

6100 ～ 6199（BFCP 対応エンドポイントへの発信 UDP プレゼン

テーション ストリーム） 

最大 RDP トランスコード セッション数

（Maximum RDP transcode sessions） 
10 同時トランスコーディング セッション 

4. 設定を保存します。 

Lync からの画面共有のテスト 

1. Lync クライアントを開いて、VCS に登録されたエンドポイントにビデオ コールを発信します。 

2. エンドポイントとの Lync ユーザの画面の共有を開始します。 

3. 共有された画面がエンドポイントに表示されていることを確認します。 

4. アプリケーション共有について、このテストを繰り返します。 
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VCS に登録されたエンドポイントのプレゼン

スの Lync クライアントへの表示 
VCS のプレゼンス アプリケーションを使用して、VCS に登録されたエンドポイントのプレゼンスを Lync クライアントにパブリッシュ

できます。ただし、次の表に示す制限事項があります。  

注：このオプションは、本マニュアルで説明している VCS と Microsoft Lync の導入に基づいています。しかし、プレゼンス用には 
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service、SIP 登録およびコール制御用には Unified CM を使用

することを推奨します。 

表 11    Lync と VCS の間で共有されるプレゼンス情報 

  … VCS へ … Lync Server へ 

VCS から … 完全なプレゼンスを利用可 [1] プレゼンス = [連絡可能（Available）] のみ [2] 

Lync Server から … プレゼンス情報は利用不可 [3] 完全なプレゼンスを利用可 [4] 

1. 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。 

2. SIP-SIMPLE を使用して、Lync Server は [連絡可能（Available）] 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「連絡不可能」または「連絡可能」に限定されます。[通話中（In-call）] などの高度なプレゼンス状態には対応していません。

VCS は、1 プレゼンティティあたり最大 100 のサブスクリプションのみをサポートします。 

注：[通話中（In-call）] 状態を Lync Server にパブリッシュするには、FindMe ID を Lync Server に登録するようにシステ

ムを設定します。「付録 2：FindMe を使用した拡張導入（57 ページ）」を参照してください。 

3. Lync Server 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 Server 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、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。 

4. Lync Server に登録された Lync クライアントは、Lync Server 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 上のプレゼンス ユーザ エージェントの有効化 

プレゼンス サーバを VCS Control 上で有効化し、ゲートウェイ VCS 上で無効化することを推奨します。  

また、PUA（プレゼンス ユーザ エージェント）を VCS Control 上で有効化することを推奨します。PUA は、登録されたエンドポイン

トが固有のプレゼンス情報を生成しない場合に、そのプレゼンス情報を生成できます。 

PUA は、次の規則に従ってプレゼンスを生成します。 

 可能な場合、プレゼンス サーバはエンドポイントの固有のプレゼンス情報を使用します（PUA によって生成された情報よりも

優先されます）。 

 エンドポイントが通話中の場合、PUA は [通話中（In-call）] を生成します。 

 エンドポイントが登録されているが通話中ではない場合、PUA は [オンライン（Online）]（デフォルト）を生成します。このプレ

ゼンスは、Lync では [連絡可能（Available）] として表示されます。   
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 登録された H.323 ID が SIP URI に類似している場合（name@domain など）、PUA は H.323 デバイスのプレゼンスを生

成できます。 

詳細については、VCS ヘルプ内のプレゼンス アプリケーションに関するトピックを参照してください。 

この導入でプレゼンスを設定するには、次の手順を実行します。 

1. VCS Control で [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] に移動します。 

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） 

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

オン（On） 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

 

4. ゲートウェイ VCS で [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] に移動し、以下を設定します。 

SIP SIMPLE プレゼンス ユーザ エージェント（SIP SIMPLE Presence User Agent） オフ（Off） 

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

5. [保存（Save）] をクリックします。 
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プレゼンスのテスト 

VCS 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、以下を実行します。 

 [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、ゲートウェイ VCS で Lync ユーザのステータスを確認します。以下の点を確認してくだ

さい。  

− [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）] または [オンライン（Online）] 

 エンドポイントが VCS に登録されると、Lync クライアントのアイコンが灰色から緑色に変化することを確認します。 

 エンドポイントが VCS から登録解除されると、Lync クライアントのアイコンが緑色から灰色に変化することを確認します。 
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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 ............................................................................................... 39 
H.323 ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール .......................................................................................... 40 
オフサイト Lync クライアントが外部ビデオ エンドポイントをコール .................................................................................. 41 
オフサイト 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 .......................................................................... 42 

SIP ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール 

図 5    内部 Lync クライアントと内部 SIP エンドポイントの間のコール 
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 このコールでは以下のライセンスが使用されます。 

− VCS Control に 1 つの非トラバーサル コール ライセンス 

− 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 SIP ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます。 

 両方向のコールが同じシグナリングとメディア パスを使用します。 

H.323 ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール  

図 6    内部 Lync クライアントと内部 H.323 エンドポイントの間のコール 

 

 このコールでは以下のライセンスが使用されます。 

− VCS Control に 1 つのトラバーサル コール ライセンス 

− 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。 



Cisco VCS および Microsoft Lync 導入ガイド

 

メディア パスおよびライセンスの使用 

 

41 

 H.323 エンドポイントからのメディアは、VCS Control を経由して、ゲートウェイ VCS の B2BUA に送信されます。 

 反対方向（H.323 エンドポイントから Lync クライアント）に発信されるコールは、同じシグナリングとメディア パスを使用し

ます。 

オフサイト Lync クライアントが外部ビデオ エンドポイントをコール 

図 7    オフサイト Lync クライアントとオフサイト シスコ エンドポイントの間のコール 

 

 このコールでは以下のライセンスが使用されます。 

− 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 

− 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 の間のメディアは、多数の方法でルーティングできます。この方法は、Lync クライアントと 
B2BUA の間での ICE（Interactive Connectivity Establishment）ネゴシエーションに応じて決まります。次のようなオプショ

ンがあります（図内の赤色の点線）。 
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a. Lync クライアント - VCS Expressway - ゲートウェイ VCS - VCS Control - VCS Expressway - 外部エンドポ

イント 

b. Lync クライアント - Lync Edge - ゲートウェイ VCS - VCS Control - VCS Expressway - 外部エンドポイント 

c. Lync クライアント - Lync Edge - VCS Expressway - ゲートウェイ VCS - VCS Control - VCS Expressway - 外
部エンドポイント 

注：特定のコールで使用される正確なメディア パスは、コールが発信されるまで決定できません。これは、メディア パスが確

立されるたびにクライアントが接続チェックと候補のソートを実行し、厳密に規定されていない要素に基づいてルートが選択さ

れるためです。詳細については、RFC 5245 を参照してください。 

 外部シスコ エンドポイントと B2BUA の間のメディアは、VCS Control と VCS Expressway の間のセキュアなトラバーサル 
ゾーンを経由します。 

 反対方向（外部シスコ エンドポイントから外部 Lync クライアント）に発信されるコールは、同じシグナリングとメディア パスを

使用します。 

オフサイト 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 

図 8    オフサイト Lync クライアントと内部 SIP エンドポイントの間のコール 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc5245
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 このコールでは以下のライセンスが使用されます。 

− 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） 

− 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 

− VCS Expressway に多数の TURN ライセンス（リレーするメディア ストリームに応じて異なる） 

 シグナリングは Microsoft Edge サーバ、Lync Server、B2BUA、および VCS Control を経由します。 

 Lync クライアントと B2BUA の間のメディアは、多数の方法でルーティングできます。この方法は、Lync クライアントと 
B2BUA の間での ICE（Interactive Connectivity Establishment）ネゴシエーションに応じて決まります。次のようなオプショ

ンがあります（図内の赤色の点線）。 

a. Lync クライアント - VCS Expressway - Lync Edge - ゲートウェイ VCS - SIP エンドポイント 

b. Lync クライアント - VCS Expressway - ゲートウェイ VCS - SIP エンドポイント 

c. Lync クライアント - Lync Edge - ゲートウェイ VCS - SIP エンドポイント 

d. Lync クライアント - Lync Edge - VCS Expressway - ゲートウェイ VCS - SIP エンドポイント 

注：特定のコールで使用される正確なメディア パスは、コールが発信されるまで決定できません。これは、メディア パスが確

立されるたびにクライアントが接続チェックと候補のソートを実行し、厳密に規定されていない要素に基づいてルートが選択さ

れるためです。詳細については、RFC 5245 を参照してください。 

 メディアは内部 SIP エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます（SIP から SIP へのコールであるため）。 

 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。 

https://tools.ietf.org/html/rfc5245
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ポート リファレンス 

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異なる可能性があります。たとえば、

Lync または Lync クライアントでのレジストリ設定の変更やグループ ポリシーによる変更、あるいは VCS での設定の変更（[アプリ

ケーション（Applications）] > [B2BUA]）などによって、値が変更されることがあるからです。 

表 12    B2BUA と Lync の間 

目的 プロトコル 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  

（Lync B2BUA アプリケーションは別の「ゲート

ウェイ」VCS で実行される必要があるため、この

範囲は標準トラバーサル メディア ポートの範囲

と競合しないようにする必要があります） 

注：VCS はメディア ストリームで受信した 
DSCP 情報を転送しません。 

UDP 56000 ～ 57000  

[この B2BUA に対して RDP トランスコーディング

を有効化する（Enable RDP transcoding for this 
B2BUA）] を有効にした場合は、各コールで最大 
18 ポートを使用できます。 

「メディア ポート プールが使い果たされました

（Media port pool exhausted）」という警告が表

示された場合は、この範囲を拡大してください。 

Lync クライア

ントのメディア 
ポート 

Lync クライアントから B2BUA へのデスクトップ

共有 
TCP 56000 ～ 57000 Lync クライア

ントの RDP 
ポート 
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表 13    B2BUA と内部ビデオ ネットワークの間 

目的 プロトコル B2BUA ポート VCS IP ポート 

VCS アプリケーションを用い

た内部通信 
TLS 65070 VCS 上の SIP TCP の発信ポート 

B2BUA から内部受信者への

トランスコードされたデスクトッ

プ共有 

UDP 56000 ～ 57000 メディアの受信者は、導入やコールされたエイリアスにより異な

ります（エンドポイント、TelePresence Server、VCS Control 
など）。 

  

表 14    B2BUA と TURN サーバをホストする VCS Expressway の間 

目的 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（メディア/シグナリング） * 

ファイアウォールが B2BUA から VCS 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。 

*大規模システムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。 

  

表 15    外部 Lync クライアントと Edge サーバ 

目的 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 UDP 50000 ～ 59999 1024 ～ 65535 

TCP メディア [TCP] 50000 ～ 59999 1024 ～ 65535 

  

表 16    外部 Lync クライアント/Edge サーバと VCS Expressway 

目的 プロトコル Lync クライアント/ 
Edge サーバ 

VCS Expressway 

ICE メッセージング（STUN/TURN） 

（VCS Expressway は、Lync クライアントからのデスクトップ共有

リレー要求を TCP 3478 でリッスンし、A/V メディア リレー要求を 
UDP 3478 でリッスンする必要があります） 

UDP および TCP 3478 3478 

UDP メディア UDP 1024 ～ 65535 24000-29999 ** 
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** 24000 ～ 29999 のデフォルトの TURN リレー メディア ポート範囲が X8.1 以降の新しいインストールに適用されます。以前の

リリースから X8.1 にアップグレードした場合は、以前のデフォルト範囲である 60000 ～ 61799 が引き続き適用されます。  

  

表 17    B2BUA と外部トランスコーダの間 

目的 プロトコル B2BUA の IP ポート トランスコーダ（Transcoder） 

トランスコーダ（Cisco AM GW）との B2BUA 通信 TLS 65080 5061 

 

ゲートウェイ VCS で必要なメディア ポートの数 

ゲートウェイ VCS 上の B2BUA の UDP ポート範囲は、デフォルトで 1000 ポートに設定されています（56000 ～ 57000）。これ

は、Lync クライアントからのメディアに対するデフォルトの宛先範囲であり、お使いの Lync 環境では異なる可能性があります。 

B2BUA は UDP ポートを次のように使用します。 

目的 コール タイプ 使用されるポート数 

オーディオおよびビデオ ストリームのトラバーサル 内部/外部 Lync クライアントから SIP エンドポイント 8 

RDP トランスコーディング Lync クライアントからのデスクトップ共有 10 

コールごとの最大数 デスクトップを共有する Lync クライアント 18 

B2BUA から TURN サーバへの接続 TURN サーバ接続ごと 2 

RDP トランスコード セッションのデフォルトの最大数が 20、Lync B2BUA コールの最大数のハード リミットが 100 に設定されてい

る理由の 1 つは、使用されるポート数です。 

たとえば、B2BUA が 100 件の内部 Lync AV コールを処理しており、それらのコールのうち 20 件が RDP を実行しているとします。 

（80 X 8）+（20 X 18）+（0 X 2）= 1000 個のポートが必要になり、デフォルトのポート範囲では、それ以上の共有セッションに対応

できません。 

（この例では、TURN サーバへの接続はありません） 

RDP トランスコード セッションの最大数を増やす場合は、B2BUA メディアのポート範囲も拡大する必要があります。  
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付録 1： トラブルシューティング 
チェックリスト 

Lync の統合により問題が発生した場合は、最初の障害検出を実行する際に、次のリストを使用することを推奨します。これは、導

入の基本設定およびステータスの潜在的な問題を明らかにするのに役立ちます。 

 VCS のイベント ログ（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [イベント ログ（Event Log）]）を確認します。 

 Lync Server のロギングを有効化します。 

 Lync クライアントのデバッグを有効化します。 

 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。 

 すべてのゲートウェイ VCS が、DNS ですべての Lync Server 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 FE サーバの両方が含まれます）。VCS で [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）] を使用できます。 

 すべての Lync Server が、DNS 内のすべてのゲートウェイ VCS ピア A レコード FQDN とクラスタ FQDN を正常に検索で

きることを確認します。各 Lync サーバで nslookup コマンドライン ユーティリティをローカルで使用できます。 

 B2BUA が Lync 環境と VCS の両方と接続されていることを確認します（[ステータス（Status）] > [アプリケーション

（Applications）] > [Lync B2BUA] ページ。どちらも [ステータス（Status）] = [アライブ（Alive）] が望ましい状態です）。

FindMe を使用している場合は、Lync に正常に登録された FindMe アカウントが B2BUA にあることを確認します（[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）] = [登録済み（Registered）] および [サブスクリプション状態（Subscription state）] = [サブスクライブ済み

（Subscribed）] となっているのが望ましい状態です）。 

コールのトレース 

SIP / H.323 レベルでのコールのトレース 

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

2. オプションで、[ロギング中に tcpdump を採取（Take tcpdump while logging）] を選択します。 

3. [新規ログを開始（Start new log）] をクリックします。 

4. （任意）マーカー テキストを入力して、[マーカーを追加（Add marker）] をクリックします。 

− 特定のアクティビティが実行される前に、マーカー機能を使用して、ログ ファイルにコメント テキストを追加できます。これ

は、ダウンロードされた診断ログ ファイルで関連するセクションを後で識別するのに役立ちます。 

− 診断ログの進行中に、必要なだけマーカーを追加できます。 

− マーカー テキストは「DEBUG_MARKER」タグと一緒にログに追加されます。 

5. 診断ログでトレースするシステムの問題を再現します。 

6. [ログの停止（Stop Logging）] をクリックします。 

7. [ログのダウンロード（Download log）] をクリックして、ローカル ファイル システムに診断ログ アーカイブを保存します。アー

カイブを保存するように要求されます（実際の表現は、ブラウザによって異なります）。 
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Lync に関する問題 

Lync サーバで間違っている可能性がある設定の特定に役立つように Lync Server 「ベスト プラクティス アナライザ」を実行します。 

Lync Server 2010 の詳細とダウンロードについては、http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4750 
に、Lync Server 2013 については、http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35455 に記載されてい

ます。 

証明書に関する問題 

Lync で使用する 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（認証局から購入した場合など）

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。 

VCS Control のローカル コールの接続問題 
検索履歴を確認し、適用された変換をチェック 

1. VCS で、[ステータス（Status）] > [検索履歴（Search history）] に移動します。 

H323 の SETUP/ARQ /LRQ から、または SIP の INVITE/OPTIONS から開始された任意の検索に、検索履歴エントリが

報告されます。サマリーに、発信元および宛先コールのエイリアスと、宛先エイリアスが検出されたかどうかが示されます。 

2. 関連する検索の試行を選択します。検索の試行の検索履歴に、次の内容が表示されます。 

− 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： 

 ゾーンが適用される可能性があるトランスフォーム 

 見つかったか見つからないかのステータス 

 見つからなかった場合、ゾーンの検索応答に表示されるものと同様のエラー 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）。 

3. 検索に次のように示される場合 

− 検出：False（Found: False） 

− 理由：480 一時的に使用できません（Reason: 480 Temporarily Not Available） 

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、次のように実行します。 
xcommand DefaultLinksAdd 

これにより、デフォルト ゾーンの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。 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4750
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35455
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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 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 検索では、リンクもリンク帯域幅も考慮されないため、リンクが存在しないか、リンク帯域幅が不十分であっても合格し、その後

の SETUP 検索に失敗することがあります。 

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、コールの進行状態を調べる 

1. [ステータス（Status）] > [コール（Calls）] > [履歴（History）] に移動します。 

サマリーに、ソースおよび宛先コールのエイリアス、通話時間、およびコールが SIP、H.323 あるいは SIP< -- >H.323 イン

ターワーキング コールのいずれであるかが示されます。 

2. 該当する通話の試行を選択します。 

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 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。 

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 

 [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

動して、どのユーザが 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（Presentities）] 
に移動して、どのユーザのプレゼンスが（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

します。 

 [ステータス（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [プレゼンス（Presence）] > [サブスクライバ（Subscribers）] 
に移動して、どのユーザが（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 クライアントを起動した場合は、その Lync クライアントをサインアウトして再びサインイ

ンさせないと、正しいプレゼンス情報が表示されないことがあります。 

エラーの確認 

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

をチェックし、上記の「エラーの確認」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。 
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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。 

1. Lync Server が、着信 SIP メッセージを受け取る 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な

いかを確認します。 

2. 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。 

Lync で VCS への TLS 接続を開始できない 

Lync Server への TLS ネイバー ゾーンがアクティブで、VCS から Lync Server にメッセージが送信されているにもかかわらず、

Lync のデバッグで、Lync が VCS への接続を開始できないと表示されます。 

VCS が通信で（IP アドレスではなく）VCS のホスト名を使用できるにように、VCS の [システム（System）] > [DNS] ページで、ロー

カル ホスト名とドメイン名のフィールドを設定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 が INVITE に対して「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。 

 ゲートウェイ VCS に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされているか、または、 

 （Lync Server 2010 のみ）暗号化をサポートするように 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 で変更された場合、変更内容が Lync Server に伝播するまで少し時間がかか

ります。また、新しい設定を取得するには、Lync クライアントをサインオフして再びサインインさせる必要があります。 

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 Server がお互いの FQDN を DNS で解決できるようにします。 

VCS から Lync Server へのコールが失敗する：DNS サーバ 

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、DNS エントリの 1 つが、Lync プールと Lync 
Server の FQDN を解決できる DNS サーバをポイントするように設定されている必要があります。 
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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（HLB） 

Lync 環境に、前段にハードウェア ロード バランサがある FE サーバが含まれている場合、VCS が HLB に隣接していることを確認

します。FE サーバと直接隣接している場合、VCS に対する信頼は FE サーバを使用して行われます。VCS はコール要求を FE 
サーバに送信しますが、FE サーバは 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 Server で拒否されるため、FE サーバが 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。 

（FE サーバに登録された Lync クライアントの 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 2136431 192.168.1.7 30580 typ host 
a=candidate:1 2 UDP 2135918 192.168.1.7 30581 typ host 
a=candidate:2 1 TCP-ACT 1688975 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580 
a=candidate:2 2 TCP-ACT 1688462 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580  

UDP 候補は 1 つだけで（2 回線、RTP 用と RTCP 用に各 1）、それらはホスト用です（プライベート、VCS アドレスでルーティング

不能の可能性あり） 

そして、B2BUA の応答例は、次のようになります。 

a=candidate:1 1 UDP 2136431 84.233.149.125 56056 typ host 
a=candidate:1 2 UDP 2136430 84.233.149.125 56057 typ host 
a=candidate:4 1 UDP 1677215 194.100.47.5 60000 typ relay raddr 84.233.149.125 rport 56056 
a=candidate:4 2 UDP 1677214 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ます。 

どちらのデバイスも他のプライベート（ホスト）アドレスに到達できず、Lync クライアントは VCS Expressway TURN サーバへのバ

インドを試みると拒否されます。これは、要求がプライベート アドレスではなく、Server Reflexive アドレスから発信されるのに、

Lync クライアントがその IP アドレスについて B2BUA に伝えないからです。 
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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 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、VCS Expressway/TURN サーバ、および遠隔 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、Microsoft 相互運用性オプション キーをゲートウェイ VCS に適用して B2BUA を
使用するときに、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 

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 メッセージングとの互換

性を保つようにします。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 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、そのコールが Lync の信

頼できるホストから送信されていることを確認します。ホストからの送信ではない場合、コールはロード バランサからではなく、FE 
サーバから送信されている可能性があります。「Lync へのコールの有効化（14 ページ）」を参照して、FE サーバの IP アドレスを含

む Lync の信頼できるホストを設定します。 

Lync クライアントが VCS Expressway への登録を試みる 

SIP ビデオ エンドポイントは通常、VCS にコールをルーティングするために、次の順序で DNS SRV レコードを使用します。 

1. _sips._tcp.<domain> 

2. _sip._tcp.<domain> 

3. _sip._udp.<domain> 

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 クライアントが VCS Expressway への登録を試みる場合は、誤まった SRV レコードによって VCS Expressway がポイント

されている可能性があります。  
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上記の 6 個の DNS レコードが、重複するアドレスに解決されないようにする必要があります。 

Lync クライアントは Microsoft Edge サーバへの TLS 接続のみをサポートするため、VCS Expressway には 
_sip._tcp.<domain> DNS SRV を使用してください。 

PSTN（または発信者が許可される必要のある他のデバイス）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。したがって、発信側のドメインは、Lync Server の共有ドメインである必要があります。 

 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。 

Lync が VCS ゾーンの 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）。  

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。 

B2BUA Lync サーバのステータスが「不明（Unknown）」または「不明なエラー（Unknown failure）」とリ

ポートされる 

VCS アプリケーションが Lync の信頼できるアプリケーション プールに追加され、ポート 65072 経由で VCS B2BUA に接するよう

に設定されていることを確認します。詳細については、「Lync へのコールの有効化（14 ページ）」を参照してください。 
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Lync クライアント 

Lync クライアントが「接続中 …（Connecting …）」状態になる 

Lync クライアントがメディアを受信していないことが原因の可能性があります。クライアントは、相手から RTP（メディア）を受信する

まではステータスが「接続済み（Connected）」に変化しません。 

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。 

回避策は、ゲートウェイ VCS から Lync Server に異なるゾーンを介して、次のようにコールを送信することです。 

1. 新しいネイバー ゾーンを作成し、[ゾーン プロファイル（Zone profile）] フィールドで [カスタム（Custom）] を選択します。 

2. 「表 18    Mediation Server の制限事項を回避するためのカスタム ネイバー ゾーンの属性（54 ページ）」に示される値を

用いてゾーンを設定します。 

3. 1 つまたは複数の検索ルールを、正しいプライオリティを用いて、Mediation Server へのコールの適正なサブセットを、標

準「B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ」ゾーンではなく、新しいゾーン経由でルーティングするというように、設定し

ます。 

4. 「B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via B2BUA）」ゾーンでの検索ルールで、[正常に

一致する場合（On successful match）] のアクションを [停止（Stop）] から [継続（Continue）] に変更する必要がある場合

もあります。「Lync へのコールの有効化（14 ページ）」を参照してください。 

表 18    Mediation Server の制限事項を回避するためのカスタム ネイバー ゾーンの属性 

設定 Lync サーバ ゾーンの設定（Lync Server 
zone configuration） 

ピア ステータスのモニタ（Monitor peer status） はい（Yes） 

コール シグナリング ルーティング モード（Call 
signaling routed mode） 

自動（Auto） 

H.323 検索に自動的に応答（Automatically respond 
to H.323 searches） 

オフ（Off） 

SIP 検索に自動的に応答（Automatically respond to 
SIP searches） 

オン（On） 

相互運用されるコール用に空の INVITE を送信（Send 
empty INVITE for interworked calls） 

オフ（Off） 

SIP Poison モード（SIP poison mode） オン（On） 

SIP 暗号化モード（SIP encryption mode） Microsoft 
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設定 Lync サーバ ゾーンの設定（Lync Server 
zone configuration） 

SIP マルチパート MIME 削除モード（SIP multipart 
MIME strip mode） 

オン（On） 

SIP UPDATE 削除モード（SIP UPDATE strip mode） オン（On） 

相互接続 SIP 検索戦略（Interworking SIP Search 
Strategy） 

情報（Info） 

SIP UDP/BFCP フィルタ モード（SIP UDP/BFCP filter 
mode） 

オフ（Off） 

SIP レコード ルート アドレス タイプ（SIP record route 
address type） 

ホスト名（Hostname） 

SIP プロキシ - ヘッダー削除リストが必要（SIP Proxy-
Require header strip list） 

<空白> 

 

TelePresence Server 会議でプレゼンテーションのハンドオーバーが失敗する 
症状：別の参加者が画面を共有している場合に、参加者が画面を共有できない。 

注：この問題は、サポートされていない VCS と Lync のシナリオのテストにおいて発生しましたが、解決策は多くのケースに適用で

きます。TelePresence Server 会議でエンドポイントが画面を共有している場合や、共有しているエンドポイントが Cisco Unified 
Communications Manager に登録されている場合に、この症状が発生する可能性があります。プレゼンテーションの問題が発生

した場合は、（条件が異なっている場合でも）ここに記載した解決策を確認してください。 

状況： 

 ゲートウェイ VCS が Lync 2013 のフロントエンド サーバおよび Windows 向け Lync 2013 のクライアントとともに導入さ

れている。  

 ゲートウェイ VCS が Lync の画面共有用に設定されている。 

 ゲートウェイ VCS が Cisco Unified Communications Manager にトランキングされている。 

 TC エンドポイントが Unified CM に登録されている。 

 TC エンドポイントと Lync クライアントが TelePresence Server 上の会議に参加している。  

 会議がゲートウェイ VCS に登録されている（TelePresence Server はローカル管理モードで、TelePresence Conductor 
はこのシナリオでは使用されていない）。 

考えられる根本的な原因：   

 参加者が発言権を獲得できるように TelePresence Server が設定されていない。  

 VCS から Unified CM へのネイバー ゾーンが BFCP をサポートしていない。 

 トランクまたはエンドポイントが使用する SIP プロファイルが BFCP をサポートしていない。 
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ソリューション： 

1. TelePresence Server にサインインして、[自動コンテンツ ハンドオーバー（Automatic content handover）] が有効に

なっていることを確認します（チェック ボックスは [設定（Configuration）] > [システム設定（System settings）] ページにあ

ります）。 

2. ボックスを確認して設定を保存します。 

3. VCS にログインして、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] に移動し、Unified CM へのネイ

バー ゾーンを開きます。 

4. [ゾーン プロファイル（Zone profile）] を確認します（ゾーン設定の [詳細（Advanced）] セクション）。 

− [ゾーン プロファイル（Zone profile）] が [Cisco Unified Communications Manager（8.6.1 以降）（Cisco Unified 
Communications Manager (8.6.1 or later)）] の場合は、ネイバー ゾーンで BFCP が有効です。 

− [ゾーン プロファイル（Zone profile）] が [Cisco Unified Communications Manager] の場合は、ネイバー ゾーンで 
BFCP が有効ではありません。 

5. 必要に応じてゾーン プロファイルを変更し、設定を保存します。 

6. Unified CM Administration にログインして、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] に移動し、VCS への SIP トランクを

開きます。 

7. [SIP プロファイル（SIP Profile）] フィールドを探し、[詳細の表示（View Details）] をクリックして、選択したプロファイルの設

定を確認します。 

8. [SDP 情報（SDP Information）] フィールドを探し、[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow Presentation 
Sharing using BFCP）] チェック ボックスをオンにします。 

9. [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] に移動し、影響を受ける電話の設定を開き、使用している SIP プロファイルの詳細を

確認します。 

10. SIP プロファイルで BFCP が許可されていない場合は、[デバイス（Device）] > [デバイス設定（Device Settings）] > [SIP 
プロファイル（SIP Profile）] に移動し、SIP プロファイルを変更します。 
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付録 2：FindMe を使用した拡張導入 

必要に応じて、FindMe を使用するようにビデオ ネットワーク導入を設定することにより、このガイドで説明した導入を拡張できます。

これにより、高度なプレゼンスや、環境のさらなる統合を実現できます。以下に示す導入例が使用されます。 

 

導入情報 
この導入の設定は次のとおりです。 

 ゲートウェイ VCS 上の FindMe アカウント（FindMe ユーザ）。これは、Lync ネットワークのドメインを使用します（この例で

は example.com）。Lync クライアント登録と同様に Lync で認識されるように、B2BUA はこれらの FindMe アカウントを 
Lync に登録します。以下に例を示します。  

− David の URI は david.jones@example.com で、デバイス david.jones.office@video.example.com と 
david.jones.home@video.example.com が含まれる 
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− Alice の URI は alice.parkes@example.com で、デバイス alice.parkes.office@video.example.com と 
alice.parkes.home@video.example.com が含まれる 

これらの FindMe アカウントは、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。 

Lync サーバがコールをルーティングしようとする場合、最初に、その Lync サーバのすべての登録で、次の確認をします。 

− 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。または、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 によって登録された FindMe 
アカウントに対する登録については、Lync Server はその B2BUA にコールを送信します。 

− 登録がない場合は、Lync サーバはスタティック ドメインのルートを確認し、このドメインに対してドメインのルートがある

場合は、Lync サーバは指定された宛先にそのコールをルーティングします。 

PC にも対応する Lync クライアントが存在する場合、コールが着信すると、その発信元が VCS と通信しているエンドポイン

トあるか、Lync と通信しているエンドポイントであるかにかかわらず、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。 

（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 でこの操作を行うには、該当する FindMe を保持している VCS を介してコールをルーティングする必要があります。

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 からゲートウェイ VCS へのスタティック ルートの設定（31 ページ）」で定義された Lync のスタティック ルート

は必要ありません。 

 Lync からコールを受信する MCU は、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 Lync ユーザから使

用可能にできます（スタティックな会議エイリアスに最適）。 

 プレゼンス サーバをゲートウェイ VCS 上で有効化する（VCS Control 上で無効化する）必要があります。 

 ゲートウェイ VCS は、Lync と VCS で共有されるドメイン（example.com）およびビデオ ネットワーク内で使用される他のす

べてのドメイン（video.example.com）に対して権限を持っている必要があります。  

 ゲートウェイ VCS は、このゲートウェイ VCS（クラスタ）に存在する Lync ドメインの FindMe アカウント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。FindMe は、FindMe アカウントを保持してい

るのと同じ VCS でプレゼンスのステータスが認識されている場合にのみ、デバイスのプレゼンス データを集約します。 

 ゲートウェイ VCS 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できます。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 URI ベースのエイリアス（firstname.lastname@domain など）が必要

であり、さらに、そのデバイスのプレゼンスがゲートウェイ 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。 

クラスタ化されたゲートウェイ VCS 

ロード バランシングを向上させるために、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。したがって、コールはクラスタ全体で静的にロードシェアリングされます。 

いずれかのピアがサービス停止状態になると、残りのアクティブなピアが使用不可になったピアの登録を引き継ぎます。 

ゲートウェイ VCS 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ており、ビデオ ネットワークでもそれらのドメインをサポートする場合は、処理するドメインごと

に 1 つのゲートウェイ VCS（またはクラスタ）を使用することを推奨します。Lync B2BUA は、単一のドメインの FindMe ユーザを 
Lync Server に登録することのみをサポートしているからです。 
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ビデオ ネットワークで使用されないドメインにコールをルーティングする必要がある場合、それらのドメインにゲートウェイ 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 ドメインが異なるゲートウェイ VCS または VCS クラスタで処理される場合は、各ゲートウェイ VCS または 
VCS クラスタがプレゼンス情報に対して権限を持っていることを確認してください。このプレゼンス情報は、1 つの共有ドメインに

対して B2BUA に登録されている FindMe ユーザ、およびそれらの FindMe エントリで参照されるすべてのエンドポイントにとっ

て必要です。 

Lync からのアドホック会議用の MCU 設定 

静的/固定会議用に FindMe アカウントを作成することをお勧めします。その FindMe アカウントにはデバイスとして会議の SIP 
URI が含まれます。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 [連絡可能（Available）] 

 会議に参加者がいる場合は [通話中（In-Call）] 

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、この方法では、個々の FindMe ベースの会議に使用可能な [通話中（In-
Call）] プレゼンス ステータスは使用されません。 

設定の概要 

前提条件 

FindMe オプション キーがゲートウェイ VCS にインストールされている必要があります。 

タスク リスト 

表 19    FindMe 導入に対してゲートウェイ VCS の準備に必要なタスク 

  コマンドまたはアクション 目的 

ステップ 1 ゲートウェイ VCS 上での必要な SIP ドメイン

の作成（60 ページ） 
プレゼンス サーバがプレゼンス情報を集約できるように、Lync 
ドメインとビデオ ドメインに対してゲートウェイ VCS が権限を

持つようにします。 

ステップ 2 FindMe ユーザを Lync に登録するための 
B2BUA の設定（60 ページ） 

Lync Server が FindMe ユーザを Lync クライアントと同様に

認識できるようにします。 

ステップ 3： FindMe の設定および Lync と VCS に登録

されたエンドポイントのユーザ用の FindMe 
ユーザ アカウントの作成（61 ページ） 

各ユーザについて、ビデオ エンドポイントと Lync クライアント

を 1 つのエイリアスにグループ化します。これにより、ユーザ

宛てのコールが着信すると、そのユーザのすべてのエンドポイ

ントで呼び出し音が鳴ります。 

ステップ 4： FindMe ユーザ用の Lync Active Directory 
の設定（62 ページ） 

FindMe ユーザが Lync にサインインできるようにします。 

ステップ 5： プレゼンス用にゲートウェイ VCS を使用する

ための VCS Control の設定（63 ページ） 
プレゼンス サーバを VCS Control 上で無効化して、PUBLISH 
メッセージをゲートウェイ VCS にルーティングします。 
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ステップ 6： ゲートウェイ VCS でのプレゼンス サーバの

設定（65 ページ） 
プレゼンス サーバをゲートウェイ VCS 上で有効化して、VCS 
Control からの PUBLISH メッセージを信頼します。 

ステップ 7 Lync クライアントの設定（66 ページ） Lync ユーザがサインインして、FindMe ユーザのプレゼンスを

確認できるようにします。 

ステップ 8： Lync クライアントでのコールとプレゼンスのテ

スト（66 ページ） 
導入の動作が予想どおりであることを確認します。 

 

ゲートウェイ VCS の設定 

ゲートウェイ VCS での必要な SIP ドメインの作成 

B2BUA に登録されている FindMe ユーザには、Lync Server の共有ドメイン（example.com）に対して権限を持っているゲート

ウェイ VCS が必要です。また、ゲートウェイ VCS は、ビデオ ネットワーク内にある他のすべてのドメインに対しても権限を持ってい

る必要があります（プレゼンス サーバをサポートして、FindMe アカウントに関連付けられているデバイスのプレゼンス情報を集約

するため）。 

1. [設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）] に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. [名前（Name）] に example.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。 

5. ビデオ ネットワーク内にある他のすべてのドメインに対して繰り返します（video.example.com など）。 

 

FindMe ユーザを Lync に登録するための B2BUA の設定 

1. [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。 

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） 共有 Lync ドメインを選択します（example.com 
など）。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 
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FindMe の設定および Lync と VCS に登録されたエンドポイントのユーザ用の FindMe ユーザ アカウ

ントの作成 

1. [メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option keys）] に移動し、FindMe キーが記載されていることを確認し

ます。 

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

a. [モード（Mode）] を [オン（On）] に設定します。 

b. [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。そのため、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。 

c. [保存（Save）] をクリックします。 
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3. 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（Users）] > [FindMe アカウント（FindMe accounts）] に移動します。 

（Cisco TMSPE を使用している場合は、Cisco TMS でアカウントをセットアップする必要があります） 

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 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（ダイヤル可能なアド

レス） 
あたかも Lync クライアントであるかのように Lync Server に登録される Lync 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）およびパスワードの

確認（Confirm password） 

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

パスワード。（リモート認証を使用している場合は設定できません（[ユーザ（Users）] > 
[LDAP 設定（LDAP configuration）] > [FindMe 認証ソース（FindMe 
authentication source）] = [リモート（Remote）]）） 

FindMe タイプ（FindMe type） 個人（Individual） 

4. Lync と共有されるドメインを DNS サーバによって解決できるようにします。通常、これを実現する最も適切な方法は、Lync 
Server が使用する DNS サーバと同じサーバを使用することです。「Lync へのコールの有効化（14 ページ）」を参照してく

ださい。 

FindMe ユーザ用の Lync Active Directory の設定 

Lync Server に登録するゲートウェイ 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. [Active Directory ユーザとコンピュータ（Active Directory Users and Computers）] を実行します。 

2. 必要なドメイン（この例では example.com）の [ユーザ（Users）] フォルダを開きます。 

3.  [新規ユーザを作成（Create new user）] をクリックします。 

4. ユーザの名、姓、ログオン名を入力します。 

5. ここで、[次へ（Next）] 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オンにします。 

7. [次へ（Next）] をクリックします。 

8. [完了（Finish）] をクリックします。 

9. すべての FindMe アカウントに対して手順を繰り返します。 

10. Lync 用にユーザを有効にします。 

Lync Server コントロール パネルで Lync 用の AD ユーザを有効化するには、次の手順を実行します。 

a. Lync Server コントロール パネルを開き、[ユーザ（Users）] セクションを探します。 

b. ユーザを有効化するためのコントロールを探します。これにより、既存の AD ユーザを検索して追加できます。 

c. 選択したユーザを適切な Lync Server プールに割り当てます。 

d. ユーザの SIP URI の生成に使用する、AD ユーザのプロパティを選択します。 

PowerShell で Lync 用の AD ユーザを有効化するには、次の手順を実行します。 

enable-csuser コマンドを使用します。次に例を示します。 
enable-csuser -identity "example\alice.parkes" -registrarpool "fepool.example.com" -sipaddress 
sip:alice.parkes@example.com 

11. FindMe アカウントに基づいて名前を設定したすべての AD ユーザに対して、手順を繰り返します。 

プレゼンス用にゲートウェイ VCS を使用するための VCS Control の設定 

VCS Control 上でのプレゼンス サーバの無効化 

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

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） 

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

[オフ（Off）]（ゲートウェイ VCS がプレゼンス サーバにな

ります） 
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ゲートウェイ VCS 上のプレゼンス サーバにメッセージをルーティングするための検索ルールの作成 

VCS Control 上の PUA は、そのドメインのエンドポイントからの PUBLISH メッセージを、ゲートウェイ VCS 上で実行されているプ

レゼンス サーバにルーティングできる必要があります。これを実現するには、検索ルールが必要です。 

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

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 次のフィールドを設定します。 

ルール名（Rule name） 適切な名前（「Route PUBLISH messages to Gateway」など） 

プライオリティ（Priority） デフォルトのまま（例：100）。これは、LocalZoneMatch に設定されているプライオリ

ティよりも低いプライオリティ（大きな数）にする必要があります。 

ソース（Source） 任意（Any） 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern string） 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パターンを設定します。以

下に例を示します。 

.*@video\.example\.com 

パターン動作（Pattern 
behavior） 

変更なし（Leave） 

正常に一致する場合（On 
successful match） 

続行（Continue） 

ターゲット（Target） 「To Gateway」など、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。 

この検索ルールは、（同じパターン マッチ文字列を含む可能性がある）ローカル ゾーン検索と競合しません。PUA はローカ

ル ゾーンに登録されたデバイスとして扱われないためです。 

5. この VCS でサポートされている他の SIP ドメイン用に追加の検索ルールを作成します（VCS Control に登録されているエ

ンドポイント用など）。作成しないと、プレゼンスは機能しません（メッセージが転送されません）。 
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ゲートウェイ VCS でのプレゼンス サーバの設定 

プレゼンス サーバの有効化 

ゲートウェイ VCS で、次の手順を実行します。 

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

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） 

オフ（Off） 

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） 

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

 

VCS Control へのネイバー ゾーンでプレゼンス メッセージを認証済みとして扱う 

ビデオ ネットワークへのゾーンで、認証ポリシーが [認証済みとして扱う（Treat as authenticated）] に設定されていることを確認し

ます（プレゼンス サーバは、PUBLISH メッセージが認証済みの場合にのみ受け入れます）。 

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

2. [ビデオ ネットワークへ（To Video network）] ゾーンを選択します。 

3. [認証ポリシー（Authentication policy）] コントロールを探し、[認証済みとして扱う（Treat as authenticated）] を選択し

ます。 

 
4. [保存（Save）] をクリックします。 
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（注） 

 Lync Server に接続するゲートウェイ VCS は、Lync Server がプレゼンスを確認する可能性がある SIP ドメインのプレゼン

ス サーバでなければなりません。これにより、Lync Server 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 クライアントの設定 

1. 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 ユーザの SIP URI です。 

Lync 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、このサインイン アドレスは B2BUA に登録されてい

る FindMe ユーザの ID として入力した URI と同じになります（david.jones@example.com など）。 

2. Lync クライアントにログインします。 

FindMe に関連付けられている Lync クライアントが Lync Server に登録されている Lync クライアントを使用してログイン

するまで、Lync Server は他の 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。 

3. まだ Lync にログインしていない各 FindMe ユーザについて、この手順を繰り返します。 

Lync クライアントでのコールとプレゼンスのテスト 

FindMe 登録の検証 

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. ゲートウェイ VCS で、[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

ます。 

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 

− プレゼンスのステータスが [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）] に設定されている場合。それ以

外の場合は [オフライン（Offline）] と表示される）。 

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

3. 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。 

Lync からのテスト 

Lync Server 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 Server に登録された Lync クライアントから david.jones@example.com または alice.parkes@example.com にコール

します。 

1. Lync クライアントを開いて、VCS に登録されたエンドポイントのプレゼンスが表示されることを確認します。 

2. Lync から VCS に登録されたエンドポイントに対してビデオ コールを発信します。 
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Lync および VCS に登録されたエンドポイントからのコール分岐のテスト 

1. VCS に登録されたエンドポイントから Lync に登録された FindMe ユーザに対してビデオ コールを発信します。  

2. 着信側ユーザの FindMe エントリに記載されているように、コールがユーザの他の VCS に登録されたエンドポイントおよび 
Lync クライアントに分岐することを確認します。 

3. Lync クライアントから Lync に登録された FindMe ユーザに対してビデオ コールを発信します。  

4. 着信側ユーザの FindMe エントリに記載されているように、コールが Lync クライアントおよび VCS に登録されたエンドポイ

ントに分岐することを確認します。 

FindMe 導入の制限事項 

Lync B2BUA は 1 つの Lync ドメインにしか登録できない 

ゲートウェイ VCS は複数の Lync ドメインへのルーティングが可能です。ただし、FindMe 展開を使用している場合、B2BUA は 1 
つの FindMe ドメインの登録しか Lync にプロキシできないので注意してください。複数の FindMe ドメインのユーザを Lync に登

録する必要がある場合は、複数のゲートウェイ VCS を使用する必要があります。  

FindMe 発信者 ID を FindMe ID に設定すると Lync クライアントからのコールが失敗する 

以下のすべてに該当する場合、コールは失敗します。 

 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 

Lync は発信者 ID（From: ヘッダー）が変更されることを予想していないので、コールは失敗します。 

コールがゲートウェイ 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。 

FindMe のプレゼンスを他の Lync ユーザに表示するには、Lync にログインする必要がある 

FindMe に関連付けられている Lync クライアントが Lync Server に登録されている Lync クライアントを使用してログインするまで、

Lync Server は他の 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。 
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クラスタ化されたゲートウェイ 

このマニュアルでゲートウェイ VCS に言及している場合は、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。 

Lync FE ではスタティック ドメイン ルートが使用されるので、通常、Lync FE からのコールはクラスタ内の 1 つの VCS に着信しま

す。このルートは、TLS 接続用の 1 つの FQDN、または TCP 接続用の 1 つの IP アドレスに解決されます。 

クラスタの FQDN にピアの IP アドレスをマッピングするために DNS A レコードを使用すると、DNS サーバは通常、Lync サーバが 
DNS のクエリーを実行するたびに異なる順序で IP アドレスを戻します（ラウンドロビン）。Lync FE は独自のロジック（このマニュア

ルの範囲外）に基づいて、返されたアドレスの 1 つを選択します。 

Lync 環境 

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 サーバ、冗長 AD サーバが使用さ

れます。 

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 のガイダンスは http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398634.aspx で参

照できます。 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398634.aspx
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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 サーバを使用せずに、フロントエンド サーバ 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 FE サーバ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 Edge サーバに関連するコールを行うには、VCS に 
Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされている必要があります。このキーによってメディア接続に ICE を使用でき

るようになるからです。このことは次のシナリオで必要になります）。 

 

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、直接フロントエンド サーバから VCS に送信されるか、

ディレクタ経由で FE サーバから VCS に送信されます。 

 Lync 環境の前面にハードウェア ロード バランサがあり、それが Lync ディレクタの前にある場合、ビデオ ネットワークに対

する発着信コールはディレクタを経由します。FE サーバに対して直接ルーティングされません。  

− Lync ディレクタは、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、ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン（video.example.com）をルー

ティングする必要があります。 

− Lync の設定に応じて、FE サーバは SIP トラフィックを直接 VCS にルーティングしたり、ディレクタ プールを介してルー

ティングしたりします。 

 Lync 環境の前面に単一の Lync ディレクタがある場合、ビデオ ネットワークに対する発着信コールはディレクタを経由しま

す。FE サーバに対して直接ルーティングされません。  

− Lync ディレクタは、ゲートウェイ VCS を信頼する必要があります。 
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− Lync ディレクタは、ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン（video.example.com）をルー

ティングする必要があります。 

− Lync の設定に応じて、FE サーバは SIP トラフィックを直接 VCS にルーティングしたり、ディレクタ プールを介してルー

ティングしたりします。 

 Lync 環境に Lync ディレクタがなく、フロントエンド サーバ 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 FE サーバではなく）プールを設定します。 

− FE サーバ プールはゲートウェイ VCS を信頼する必要があります。 

− すべての FE サーバ プールは、ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン

（video.example.com）をルーティングする必要があります。 

プール内のすべての FE サーバ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 が単一のフロントエンド サーバである場合は、そのサーバを次のように設定します。  

− FE サーバはゲートウェイ VCS を信頼する必要があります。 

− ゲートウェイ VCS クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン（video.example.com）をルーティングする必要があ

ります。 

（VCS ピアが「ただ 1 つのクラスタ」である場合でも）個別の VCS ピアではなく、VCS クラスタの FQDN（lyncvcs.example.com 
など）を使用することを推奨します。信頼できるアプリケーション プール（クラスタの FQDN）を設定すると、Lync Server の既存の検

索ルール、スタティック ルート、または信頼できるアプリケーションを削除することなく、いつでも後からアプリケーション プールにピ

ア FQDN（VCS ピア）を追加できます。 

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。  

− 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。 

− ゲートウェイ B2BUA に、信頼できるホストとして両方の 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 FE サーバ）のアドレスが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。  

− 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。 

− ゲートウェイ B2BUA に、信頼できるホストとして個別の 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 FE サーバ）のアドレスが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 サーバの前にハードウェア ロード バランサがある場合は、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、あらゆる FE サーバ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。  

− 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。 

− ゲートウェイ B2BUA に、信頼できるホストとしてすべての Lync FE サーバのアドレスが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。 
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 Lync が単一の FE サーバの場合は、Lync へのコールをその FE サーバに直接ルーティングし、その FE サーバからのコー

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。  

− 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 FE サーバを指定する必要があります。 

− ゲートウェイ B2BUA に、信頼できるホストとして FE サーバのアドレスが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。 

複数の Lync ドメインと複数のゲートウェイ VCS 

必要に応じて、複数の Lync ドメインにシスコ コラボレーション インフラストラクチャを統合できます。ゲートウェイとして単一の VCS 
を配置する代わりに、クラスタを使用することもできます。 

注：FindMe 展開を使用している場合、B2BUA は 1 つの Lync ドメインの登録しかプロキシできないので注意してください。複数

の Lync ドメインで FindMe を使用するには、Lync ドメインごとに 1 つのゲートウェイが存在するように導入を設計する必要があ

ります。 

以下の図では、次の各種オプションを示しています。 

1. このオプションはこのマニュアルで使用されています。1 つのゲートウェイ VCS（またはクラスタ）が 1 つの Lync ドメインに

あります。 

2. 1 つのゲートウェイまたはゲートウェイ クラスタで複数の Lync ドメインに対応します。Lync との間のコールを適切にルー

ティングするために、複数の検索ルールが必要です。 

3. それぞれに対応する独立したゲートウェイがある場合は、複数の Lync ドメインを設定することができます。このオプションは

完全にはテストされておらず、このマニュアルでも説明されていません。 

4. 1 つの Lync ドメインに対応するように複数のゲートウェイを設定することは避けてください。  

この導入では、1 つのビデオ エンドポイントから Lync ドメインを介して呼び出される別のビデオ エンドポイントへのコールは、

コラボレーション インフラストラクチャを通じて直接ではなく Lync を介してルーティングされます。デュオ ビデオ、遠隔カメラ

制御、それにおそらく暗号化やビデオ品質が失われる可能性があります。 
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図 9    ゲートウェイ VCS の導入オプションと設定ミス 
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付録 4：前提条件に対する支援タスク 
VCS に登録されたエンドポイント間でのコールの検証 

ここで説明する設定はすでに完了し、動作可能である必要があります。 

VCS Control 設定の概要 

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 が設定されている必要があります。

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）が設定されていることを確認します。 

必要に応じて、ビデオ ネットワーク内の他のシステムに登録されている H.323 エンドポイントとのコールを処理するインターワーキ

ングも設定します。 

ビデオ ネットワーク エンドポイントの SIP ドメインが 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 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. [設定（Configuration）] > [ドメイン（Domains）] に移動します。 

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）] に名前（video.example.com など）を設定します。 

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に対して手順を繰り返します。 

他のシステムに登録されている H.323 エンドポイント用のインターワーキングの設定 

デフォルトでは、VCS Control は、VCS Control に登録されている H.323 エンドポイントと VCS Control（または Lync デバイス）

に登録されている SIP デバイスの間で、H.323 から SIP へのプロトコル インターワーキングを実行します。 

ビデオ ネットワーク内の他のシステムに登録されている H.323 エンドポイントがある場合は、インターワーキング設定をデフォルト

の [登録済みのみ（Registered only）] から [オン（On）] に変更する必要があります。  

1. [設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [インターワーキング（Interworking）] に移動します。 

2. [H.323 <-> SIP インターワーキング モード（H.323 <-> SIP interworking mode）] を [オン（On）] に設定します。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

ビデオ ネットワークへのビデオ エンドポイントの登録 

エンドポイントの設定 

H.323 の場合、エンドポイントを次のように設定します。 

 H.323 ID（david.jones.office@video.example.com など） 

mailto:david.jones.office@video.example.com
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 [H.323 通話設定モード（H.323 Call Setup Mode）] = [ゲートキーパー（Gatekeeper）] 

 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 の場合、エンドポイントを次のように設定します。 

 SIP アドレス（URI）（alice.parkes.office@video.example.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（[ステータス（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』を参照してく

ださい）。 

これで、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。 

テスト コール 

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（[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] > [履歴

（History）]）。 

Lync クライアント間でのコールの検証 

これは、VCS を Microsoft Lync 環境と統合するための前提条件です。ここでは簡略化した手順を記載しています。お使いの製品

に関連する Microsoft マニュアルを参照してください。 

Lync に対するユーザの有効化 

デフォルトでは、Active Directory ユーザは Lync で有効ではありません。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 パネルで Lync 用の AD ユーザを有効化するには、次の手順を実行します。 

1. Lync Server コントロール パネルを開き、[ユーザ（Users）] セクションを探します。 

2. ユーザを有効化するためのコントロールを探します。これにより、既存の AD ユーザを検索して追加できます。 

3. 選択したユーザを適切な Lync Server プールに割り当てます。 

4. ユーザの SIP URI の生成に使用する、AD ユーザのプロパティを選択します。 

PowerShell で Lync 用の AD ユーザを有効化するには、次の手順を実行します。 

enable-csuser コマンドを使用します。次に例を示します。 

enable-csuser -identity "example\alice.parkes" -registrarpool "fepool.example.com" -sipaddress 
sip:alice.parkes@example.com 

mailto:alice.parkes.office@video.example.com
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Lync Server への Lync クライアントの登録 

1. Lync クライアントをインストールして実行します。 

2. サインイン アドレスとして SIP URI を入力します。 

3. 適切な Lync FE プールの FQDN にクライアントをポイントします。 

4. 設定を保存して、ログインを検証します。 

テスト コール 

1. Lync クライアントで連絡先を選択します。 

2. ビデオ コールを開始します。 

3. 連絡先の Lync クライアントでコールに応答します。 
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付録 5：追加情報 
ゲートウェイ VCS での B2BUA の登録 

B2BUA FindMe 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を使用して Lync Server に直接登録されたエ

ンドポイントと同じ方法で、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 コールのサポート用に設計されてい

る VCS にエンドポイントを登録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。これが可能なの

は、VCS B2BUA が Lync Server に対する信頼できるホストとして設定されているからです。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 で登録する（Register FindMe users as clients on Lync）] 
を有効にした場合 

有効にすると、ドメインを Lync と共有する 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

合は、そのユーザが別の Lync クライアントから呼び出されると、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 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。 

 そのドメインに対して Lync クライアントが登録されておらず、VCS へのスタティック ドメイン ルートがある場合、コールは 
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。 

Lync Server で FindMe ユーザを登録できるのは、登録する FindMe ID が Lync Active Directory で有効なユーザである場合だけ

です（同様に、Lync クライアントを登録できるのは、そのクライアントが Lync AD で有効なアカウントを所有している場合だけです）。 

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、[連絡可能（Available）] 
と [オフライン（Off-line）] ステータスのみを Lync Server に伝達できます。プレゼンスを Lync Server に提供するには、Lync と共

有するドメイン（example.com）用のプレゼンス サーバをゲートウェイ VCS（複数可）でホスティングする必要があります。 

ゲートウェイ VCS は、ビデオ ネットワークのドメイン（video.example.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 ロケーションにあるデバイスのプレゼンス ステータスがゲートウェイ VCS にホスティン

グされている場合にのみ、FindMe エントリのプレゼンスを提供できるからです。FindMe エントリのアクティブ ロケーションに複数の

デバイスが含まれている場合、VCS は、プレゼンスがゲートウェイ VCS にホスティングされてい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。これは、特に着信側がコールを返す必要がある場合に有用です。返されたコールが FindMe ID を呼

び出すと、発信元の単一のエンドポイントにそのコールが直接アドレス指定される代わりに、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。 
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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に保持し、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@example.com が呼び出された場合、このコールは同じ名前の Lync クライアントに加えて、

alice.parkes.office@video.example.com と alice.parkes.home@example.com にも分岐されます（この 2 つのデバイスが 
Alice Parkes の FindMe でプライマリ デバイスとしてリスト化されていると仮定した場合）。 

まず Lync でユーザを作成し、それらのユーザを少なくとも 1 回は Lync クライアントからサインインさせることを強く推奨します。 
5 ～ 10 分後（ユーザが Lync FE で完全に使用可能になった時点で）、ゲートウェイ VCS で FindMe アカウントを作成できます。 

B2BUA と Cisco AM GW の統合 

Microsoft Lync B2BUA と Cisco TelePresence Advanced Media Gateway（Cisco AM GW）の設定方法の詳細については、

『Microsoft Lync 2010, VCS and Cisco AM GW Deployment Guide』を参照してください。 

以前の非 B2BUA VCS と Cisco AM GW の導入用として、このマニュアルの旧バージョンも入手可能です。 

Lync コールに関する 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、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 とも呼ばれます）が +<country 
code><full dialed number> の形式であることを前提としています。 

VCS Control は、トランスフォーメーションを使用して電話番号を適切な形式にします。このようなトランスフォーメーションは、[設定

（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [トランスフォーメーション（Transforms）] を使用してグローバルに実装するか、

適切な検索ルールにトランスフォーメーションを設定することにより、Lync ネイバー ゾーンまたは B2BUA ネイバー 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、次のようなトランスフォーメーションの設定によって実行できます。 

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） 任意（Any） 

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

パターン タイプ（Pattern type） Regex 

パターン文字列（Pattern string） (1…)@example\.com(.*) 

パターン動作（Patter behavior） 置換（Replace） 

文字列の置換（Replace string） +44134478\1;@example.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） B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via B2BUA） 
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シスコの法的情報 
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載さ

れている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を

負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されて

いない場合には、代理店にご連絡ください。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of 
California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. 
Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」

として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する

保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任

を負わないものとします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失

やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給

者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュア

ル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実

際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。 

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。 

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト

（www.cisco.com/go/offices [英語]）をご覧ください。 

© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

シスコの商標または登録商標 
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other 
countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks 
mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership 
relationship between Cisco and any other company. (1110R) 
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