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管理コネクタ
management connectorは Expressway-Cベースに含まれています。これを使用して、Expressway
をクラウドに登録し、ExpresswayインターフェイスをControlHubにリンクします。management
connectorは、Expresswayサーバまたはクラスタ上で実行されているすべてのコネクタのコー
ディネーターとして重要な役割を果たします。これにより、コネクタアクティビティを一元的

に制御できます。management connectorは、オンプレミスコネクタのクラウドベースの管理を
可能にし、クラウドへの初期登録を処理し、コネクタソフトウェアのライフサイクルを管理

し、ステータスとアラームを提供します。

management connectorとクラウドとの間でHTTPS接続を確立するには、Webexクラウドで使用
されている認証局によって署名された証明書を使用して、Expressway-Cコネクタホスト上の信
頼リストを更新する必要があります。Webexクラウドが CA証明書を Expressway-C信頼スト
アにアップロードできるようにすることができます。または、セキュリティポリシーのために

Webexクラウドが信頼された認証局の証明書を Expressway-Cにアップロードできない場合、
手動でアップロードすることもできます。
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カレンダーコネクタ
カレンダー コネクタは、ハイブリッドカレンダーのオンプレミスコンポーネントです。コネ

クタは、Webexクラウドに登録された Expressway-Cホストで実行されます。

カレンダー コネクタは、クラウドとMicrosoft Exchange（オンプレミス）、Office 365（クラ
ウド）、またはその両方（Exchangeハイブリッド展開）との間のブローカのような働きをしま
す。コネクタは、クライアントアプリケーションがユーザのカレンダー情報にアクセスするよ

うに、ユーザの代わりに機能します。コネクタは、偽装ロール（ユーザのサブセットに制限可

能）と Exchange Web Serviceを使用して次のことを実行します。

•ユーザのホームを自動検出する

•ユーザのカレンダーで通知を受信する

•ユーザのカレンダー項目と不在状態に関する情報を取得する

•会議の招待状にWebexアプリスペースとWebexパーソナルルームの詳細を入力する。

ハイブリッドカレンダーは、ハイブリッド環境のセキュリティ上の懸念を最小限に抑えるよ

うに設計されています。

•クラウドでは、コネクタから Exchangeクレデンシャルを取得できず、またクレデンシャ
ルにアクセスできません。

•クラウドは、コネクタを通じて Exchangeに直接アクセスできません。

•コネクタは、ユーザの電子メールまたは連絡先にアクセスできません。

•コネクタでは、検索フォルダまたはユーザ用のその他の追加フォルダが作成されません。

•コネクタは Exchangeの外部コネクタではありません。

•コネクタには、Exchangeハブトランスポートサーバとのインタラクションがありません。

• ADスキーマ拡張は不要です。

実稼働の Exchangeではカレンダー コネクタにより、CPU使用率と、CASおよびMBXサー
バの負荷が増大します。Exchange環境に対する影響は、次の要素に応じて異なります。

• Exchangeの導入

•設定されているユーザの数

•ハイブリッドカレンダーが 1時間あたりにユーザーごとに更新する会議の数

•カレンダーのサイズ

増加したトラフィックの管理を支援するように設計されたスロットリングポリシーが文書化さ

れました。
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Office 365ユーザー用のカレンダーコネクタまたはクラウ
ドベースのサービス

Office 365ユーザー用のクラウドベースのサービスのリリースにより、Expresswayベースのカ
レンダーコネクタのみを展開するのか、カレンダーコネクタとクラウドベースのサービスの組

み合わせを展開するのかを選択できるようになりました。または、MicrosoftExchangeユーザー
がいない場合は、クラウドベースのサービスのみを展開してください。

クラウドベースのサービスは、Office 365ユーザの 1000ユーザ制限を超えてスケールできるた
め、展開と保守が容易になります。MicrosoftExchangeユーザにはサービスが提供されません。
カレンダーコネクタとともに展開した場合は、Office 365ユーザーが自動的にクラウドベース
のサービスに移動されます（リソースグループに属していない場合）。

クラウドベースのサービスは、TelePresenceManagement Suite（TMS）のスケジューリングオプ
ションをサポートします。この統合により、サービスは、オンプレミスリソース管理および会

議ホスティング環境を利用して、会議のスケジュールを簡素化することができます。また、こ

の統合によって、会議参加エクスペリエンスがさまざまなビデオデバイスに拡張されます。ク

ラウドベースのサービスは、カレンダーコネクタを使用してオンプレミス TMSにリンクしま
す。そのため、Microsoft ExchangeまたはOffice 365用に設定されたカレンダーコネクタを使用
して同じ組織に TMS統合を展開することはできません。

Office 365ユーザ向けに展開するサービスを決定する前に、このガイドの第環境の準備章の
「クラウドベースのハイブリッドカレンダーを使用した Office 365」の部分を読んで、このオ
プションの要件を確認してください。

ハイブリッドカレンダーに関する要件

リリース製品

ハイブリッドカレンダーは、Webexハイブリッドサービスの
ライセンス要件に記載されている機能とともに使用できます。

Webexアプリ

コネクタホストに使用するには、Expresswayの最新リリース
をお勧めします。Expresswayのバージョンサポートについて
は、「Expresswayコネクタホストにおける Cisco Webexハイ
ブリッドサービスのサポート」を参照してください。

Expressway：無料で
software.cisco.comからダウン
ロードできます

• 2013、2016、2019

• Microsoft 365

Microsoft Exchange

環境の準備

3

環境の準備

Office 365ユーザー用のカレンダーコネクタまたはクラウドベースのサービス

cmgt_b_deploy-spark-hybrid-calendar-service_chapter2.pdf#nameddest=unique_25
https://collaborationhelp.cisco.com/article/uuhc6x
https://collaborationhelp.cisco.com/article/uuhc6x
https://collaborationhelp.cisco.com/article/ruyceab
https://collaborationhelp.cisco.com/article/ruyceab
https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=285978528&catid=278875240


サポートされているすべてのWebex Meetingsリリース

Webexサイトと個人ユーザに対してパーソナルルーム機能を
有効にする必要があります。

WebexMeetings：@webexスケ
ジューリングのみに使用しま

す。Webexチームスペースで
の会議のスケジューリングに

は必要ありません。

カレンダーシステム（Microsoft ExchangeまたはMicrosoft 365）内の各ユーザーの電子メール
アドレスは、それぞれのWebexアプリログインアドレスと一致する必要があります。@webex
を使用するには、アドレスもユーザのWebexアカウントアドレスと一致する必要があります。
一致していない場合は、ユーザが@webexを使用するために、アプリでWebexパーソナルルー
ムと Cisco Webex Teamsを関連付ける必要があります。

各Webexアプリユーザーは、1つのハイブリッドカレンダー統合にのみ関連付けられた 1つ
の電子メールアドレスしか持つことができません。つまり、ハイブリッドカレンダーは、1つ
のアドレスからの会議だけを処理して、スペースを作成し、会議を装飾し、会議リストと参加

ボタンを表示し、ビデオデバイスに [参加（Join）]ボタンを送信します。

オンプレミスMicrosoft Exchange用の偽装アカウントの
セットアップ

Microsoft Exchangeの偽装アカウント
（https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn722377(v=exchg.150).aspx）は、ハイブリッドカ
レンダーの主要な統合ポイントです。サービスは、Microsoft Active Directoryドメインコント
ローラとMicrosoftExchangeクライアントアクセスサーバでの継続的な認証に偽装アカウントを
使用します。

偽装が安全で継続的に接続されるようにするには、2つの偽装アカウントを使用するなどのア
カウントメンテナンス戦略を推奨します。これにより、パスワードが期限切れになり、サービ

スがオフラインになる可能性があります。アカウントを定期的に切り替えるには、Calendar
Connectorの設定でアカウントを変更します。次の表の例は、考えられる1つのアカウントロー
テーションスキームを示していますが、組織の要件に基づいてセキュリティと接続を確保する

ために別の戦略を選択することもできます。

アカウントB

hybridcalendarB@example.com

アカウントA

hybridcalendarA@example.com

日付

パスワードの設定パスワードの設定1月 1日

—アカウントAで予定表コネクタ
を設定する

1月 8日

パスワードを変更する。—3月 1日

アカウントBで予定表コネクタ
を更新する

—3月8日
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https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/cvyza2
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/cvyza2
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nktq4w4
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nktq4w4
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn722377(v=exchg.150).aspx)


アカウントB

hybridcalendarB@example.com

アカウントA

hybridcalendarA@example.com

日付

—パスワードを変更する。5月 1日

—アカウントAで予定表コネクタ
を更新する

5月8日

パスワードを変更する。—7月1日

アカウントBで予定表コネクタ
を更新する

—7月8日

両方のアカウントでパスワードローテーションとカレンダーコネクタの更新プロセスを繰り

返します。

始める前に

•サービスアカウントとして使用するメール対応アカウントを選択する必要があります。
（このアカウントは管理者である必要はありませんが、メールボックスを持っている必要

があります）。

• UnityConnectionやTMSXEなどの他のサービスで使用されている偽装アカウントは使用し
ないでください。

• LDAPフィルタを使用して Active Directoryと同期されるユーザのセットを制限する場合
は、Exchangeで新しいまたは既存の管理スコープを使用して偽装を制限することができま
す。

•管理範囲と偽装に関するMicrosoftの手順と詳細情報については、Microsoftドキュメント
の ApplicationImpersonationロールの項目を参照してください。

手順

ステップ 1 ExchangeManagement Shellがインストールされているサーバにサインインします。次のいずれ
かのアカウントを使用してサインインします。

•エンタープライズ管理者グループのメンバーであるアカウント。
•設定コンテナ内の Exchangeオブジェクトに権限を付与できるアカウント。

ステップ 2 Exchange管理シェルで次のコマンドを実行します。

new-ManagementRoleAssignment -Name:RoleName -Role:ApplicationImpersonation -User
'ServiceUserName'

定義：
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• RoleNameは、割り当てに与える名前です（CalendarConnectorAcctなど）。
get-ManagementRoleAssignmentを実行すると、RoleNameに入力する名前が表示されま
す。

• Serviceusernameは、選択したアカウントの domain\alias形式の名前です。

関連トピック

Exchange偽装アカウント

Office 365用の偽装アカウントのセットアップ
カレンダーコネクタが Office 365で使用するサービスアカウントに偽装権限を付与します。

始める前に

• Exchangeハイブリッド（オンプレミスと Office 365）統合では、展開が次の条件をすべて
満たしていれば、単一の偽装アカウントを使用して簡素化された設定を使用できます。

•オンプレミス Exchangeアカウントを Office 365クラウドに同期させます。

使用する偽装アカウントは、Office365クラウドとも同期する必要があります。また、
アカウントの userPrincipalNameは、その SMTPアドレスの 1つと一致する必要があり
ます。

•メールボックスがOffice365クラウドに移行されたユーザを含め、オンプレミスActive
Directory内のすべてのユーザを管理します。

•ユーザがオンプレミスとクラウドの両方で1つのパスワードを使用できるように、パ
スワードを同期させるか、フェデレーションを設定します。

• Exchangeは、すべての自動検出要求がオンプレミス環境に到達するように設定されま
す。（メールボックスが移行されている場合は、応答で再配置が示され、クラウド電

子メールアドレスが表示されます）。

簡易設定では、単一の偽装アカウントを使用してすべてのユーザにサービスを提供しま

す。オンプレミスを割り当てるアプリケーション偽装権限は、Office 365クラウドをホー
ムとするメールボックスに自動的には適用されないため、これらの権限を明示的に割り当

てる必要があります。これを行うには、次の手順に従って、オンプレミスMicrosoftExchange
用の偽装アカウントのセットアップ（4ページ）で使用したのと同じサービスアカウン
トを使用します。後で、Expressway-C上で 1つのMicrosoft Exchange設定のみをセットアッ
プします。

これらの基準を満たしていないハイブリッド統合の場合は、次の手順に従って、オンプレ

ミスMicrosoft Exchange用の偽装アカウントのセットアップ（4ページ）で使用したも
のとは異なるサービスアカウントを偽装に使用します。後で、Expressway-C上で 2つの
Exchange設定レコードをセットアップします。1つは Exchangeオンプレミス統合用で、
もう 1つは Office 365統合用です。
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•このタスク用としてメール対応アカウントを選択する必要があります。（このアカウント
は管理者である必要はありませんが、メールボックスを持っている必要があります）。

• UnityConnectionやTMSXEなどの他のサービスで使用されている偽装アカウントは使用し
ないでください。

•展開で使用されている認証サービスまたはディレクトリを使用して、サービスアカウント
が認証できることを確認します。

手順

ステップ 1 管理者アカウントを使用して、Office 365管理センターにログインします。

ステップ 2 [管理者（Admin）]で、[Exchange]を選択します。

ステップ 3 [権限（Permissions）]を選択します。

ステップ 4 [管理者ロール（AdminRoles）]で、新しいロールグループを作成し、ImpersonationGroup
などのわかりやすい名前を入力します。

ステップ 5 [ロール（Roles）]で、新しいロールを追加します。[ApplicationImpersonation]ロールを選択し
ます。

ステップ 6 グループにロールを追加してから、[OK]を選択します。

ステップ 7 グループへの偽装に使用されるサービスアカウントを追加します。

関連トピック

Exchange偽装アカウント

ハイブリッドカレンダーの前提条件への対応

手順

ステップ 1 偽装アカウントを設定する時間を考慮します。アカウントの役割と、セキュリティに関連する
一般的な質問への回答については、「Exchange偽装アカウント」を参照してください。

ステップ 2 ハイブリッドカレンダーに関する要件（3ページ）の説明に従って、サポートされているカ
レンダー環境をインストールするか、またはその環境が実行されていることを確認します。

ステップ 3 ユーザが Active Directoryに列挙されており、組織の Exchangeサーバに検出可能なメールボッ
クスが存在することを確認します。

ステップ 4 （任意） Control Hub（https://admin.webex.com）から最新のディレクトリコネクタソフトウェ
アをダウンロードし、それを使用して Active Directoryからユーザ属性をインポートします。
ディレクトリコネクタの使用方法については、『シスコディレクトリコネクタ導入ガイド』を

参照してください。

ステップ 5 次のポートアクセスを用意します。
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• Expresswayから *.ciscospark.com、*. rackcdn.com、*.wbx2.com、*.webex.com、および
*.webexcontent.comに発信される HTTPSまたはセキュアWebソケット用のポートアクセ
ス：TCPポート 443（セキュア）

• Expresswayから Exchangeに発信される EWS用のポートアクセス：TCPポート 443（セ
キュア）または TCPポート 80（非セキュア）

• ExpresswayからActive Directoryに発信される LDAP用のポートアクセス：TCPポート 636
（セキュア）または TCPポート 389（非セキュア）

• Microsoftグローバルカタログの検索用のポートアクセス：TCPポート 3269（SSLで保護
されたグローバルカタログの検索の場合）または TCPポート 3268（保護されていないグ
ローバルカタログの検索の場合）。

ステップ 6 @webex機能の場合は、Webex Meetingsサイトを設定または使用します。サイトと個人ユーザ
に対してパーソナルルーム機能を有効にする必要があります。

ステップ 7 TMSが管理するUnifiedCM登録エンドポイントでワンボタン機能（OBTP）を使用できるよう
にするには、次の手順を実行します。

• Microsoft Exchange統合を使用して TMS 15.0と TMSXE 5.0以降をセットアップします。
『Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid Configuration Guide (TMS 15.0 - Webex
Meeting Center WBS30)』を参照してください。TMSとXEには、ハイブリッドカレンダー
をサポートするための追加の設定は必要ありません。

• MicrosoftOutlook / Exchangeで会議室をスケジュール可能にするには、オンプレミス会議を
使用しているようにXEで会議室を設定します。Exchangeで会議室を設定するには、『Cisco
TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange Administration Guide』を使用
します。

•使用権ライセンスの要件について：

• TMSと XEの使用権ライセンスは、オンプレミスリソースを使用する場合と同じで
す。OBTPを使用するエンドポイントの数をカバーする十分なライセンスが必要で
す。TMSライセンスは、エンドポイントを管理して、スケジュールされた会議の時
刻にタッチパッド上の短縮ダイヤルボタンを押すために必要です。TMSXEライセン
スは、Exchangeでエンドポイントをスケジュールするために必要です。

• UnifiedCM登録エンドポイントの場合、会議の招待のためにOBTPがハイブリッドカレン
ダーおよび生産性向上ツールプラグインで動作します。

•ハイブリッドカレンダー（スケジューリングキーワードまたはサポートされているビ
デオアドレス）が、OBTPダイヤル文字列を設定するために、ユーザー属性の
「TMS:ExternalConferenceData」に TMSの SIP URIを入力します。

•生産性向上ツールプラグインは、OBTPダイヤル文字列を設定するために、
「UCCapabilities」属性に TMSの SIP URIを入力します。

• Office 365で hybrid Exchange環境を導入する予定の場合は、Exchange Onlineのリモートド
メインに対して TNEFを有効にする必要があります。TNEFを無効にすると、Exchange
Onlineによって TMSが削除されます: ExternalConferenceDataおよび UCCapabilities属性
で、ユニファイド CMに登録されたエンドポイントの OBTPが破損しています。TNEFの
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詳細についてはhttps://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/content-conversion/
tnef-conversion、を参照してください。

オンプレミス会議がある場合は、OBTPとWebexMeetingsを追加して両方を同時に実行するこ
とができます。OBTP機能のみがサポートされます。自動接続は使用できません。

ハイブリッドサービスに対する Expressway-Cコネクタ
ホストの前提条件への対応

ハイブリッドサービスコネクタソフトウェアをホストするWebexクラウドに登録する前に、
このチェックリストを使用してハイブリッドサービス用の Expressway-Cを準備してくださ
い。

Before you begin

Expressway-Cをハイブリッドサービスのホスティングコネクタ専用にすることをお勧めしま
す。Expressway-Cコネクタホストは他の目的でも使用できますが、その場合、サポートされる
ユーザの数が変わる可能性があります。

ユーザの許容数に応じて導入を計画できるように、Expresswayベースのハイブリッドサービス
のユーザキャパシティ限度を確認してください。

ハイブリッドサービスの管理者は、オンプレミス機器で実行されるソフトウェアの制御を維持

します。管理者は、サーバを物理的および電子的攻撃から保護するために必要なすべてのセ

キュリティ対策を講じる責任があります。

Note

Procedure

ステップ 1 Expresswayを登録する前に、完全な組織管理者権限を取得し、その組織管理者のクレデンシャ
ルを使用して Control Hub（https://admin.webex.com）で顧客ビューにアクセスします。

ステップ 2 Expresswayベースのハイブリッドサービスのユーザキャパシティ限度を参照して、コネクタ
キャパシティを計画します。

ステップ 3 冗長性を考慮して、Expressway-Cコネクタホストをクラスタに導入します。サポートされてい
る Expresswayの拡張性に関する推奨事項に従います。

•専用 Expressway-C上のハイブリッドカレンダー（Exchangeまたは Office 365）の場合：

•それぞれ最大 6つのノードで構成された複数の Expressway-Cクラスタでカレンダー
コネクタをホストできます。
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•カレンダー コネクタでは、ユーザのアンダープロビジョニングが可能です。1つの
ノードで障害が発生した場合、システムにはすべてのユーザを動作中のノードにフェー

ルオーバーするための余分なキャパシティがあります。クラスタのノードのいずれか

に障害が発生した場合、検出サービスと割り当てサービスによって約30秒以内にユー
ザが動作中のノードに移動されます。

•機能停止が発生した場合、サービスが不在着信した通知を取得し直します。

ハイブリッドカレンダー は、Exchangeと Expresswayが同じ 1つのクラスタに導入されてい
る場合、高可用性を持ちます。同じガイドラインが Expressway-Cコネクタホストのクラスタ
リングにも適用されます。詳細については、Expresswayベースのハイブリッドサービスのユー
ザキャパシティ限度を参照してください。

ステップ 4 Expressway-Cコネクタホストについては、次の要件に従います。

•サポートされる Expresswayソフトウェアイメージの最小バージョンをインストールしま
す。詳細については、サポートバージョンの説明を参照してください。

•『Cisco Expressway Virtual Machine Installation Guide』に従って、仮想 Expressway OVAファ
イルをインスト―ルします。その後、その IPアドレスを参照してユーザインターフェイ
スにアクセスできます。このドキュメントの入手先については、cisco.comに掲載されてい
る Cisco Expresswayインストールおよびアップグレードガイドのリストを参照してくださ
い。

仮想 Expresswayのシリアル番号は、仮想マシンのMACアドレスに基づきま
す。シリアル番号は、Expresswayライセンスを検証する際、およびWebexク
ラウドに登録されたExpresswayを識別するために使用されます。VMwareツー
ルを使用する際に ExpresswayのMACアドレスを変更しないでください。変
更すると、サービスを使用できなくなるおそれがあります。

Note

•リリースキー（Expresswayシリーズキー）がなくても、ハイブリッドサービス用に仮想
Expressway-Cを使用できます。リリースキーに関する警告が表示される場合があります。
確認応答してインターフェイスから削除してかまいません。

•サポートされているブラウザでExpresswayWebインターフェイスを使用します。（『Cisco
ExpresswayAdministratorGuide』を参照してください）。サポート対象外のブラウザでは、
インターフェイスは機能することも機能しないこともあります。ExpresswayのWebイン
ターフェイスを使用するには、JavaScriptと Cookieを有効にする必要があります。

ステップ 5 初めて Expresswayを実行する際に、ハイブリッドサービス用に構成できるよう、初期セット
アップウィザードが表示されます。

Webexハイブリッドサービスを選択します。これにより、リリースキーが不要になります。

ステップ 6 Expressway-Cコネクタホストで以下の要件が満たされていることを確認します。通常、この確
認はインストール時に行います。詳細については、cisco.comのCiscoExpressway構成ガイドの
リストに記載されている『Cisco Expressway Basic Configuration Deployment Guide』を参照して
ください。
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•基本 IP構成（[システム（System）] > [ネットワークインターフェイス（Network
interfaces）] > [IP]）

•システム名（[システム（System）] > [管理設定（Administration settings）]）

• DNS設定（[システム（System）] > [DNS]）

• NTP設定（[システム（System）] > [時刻（Time）]）

•管理者アカウントの新しいパスワード（[ユーザー（Users）] > [管理者アカウント
（Administrator accounts）]で、[管理者（Admin）]ユーザーをクリックしてから[パス
ワードの変更（Change Password）]リンクをクリック）

• rootアカウントの新しいパスワード（rootとして CLIにログインし、passwdコマンドを実
行）

Expressway-CコネクタホストはデュアルNIC展開をサポートしていません。Note

ステップ 7 Expressway-Cを「クラスタ 1」として構成します。

•追加のピアをインストールする予定でなくても、Expresswayをプライマリピアとして構成
してから登録することをお勧めします。

X8.11以降でクラスタリング設定を変更するときは、[システム（System）] >
[クラスタリング（Clustering）]ページですべてのピアアドレスを削除すると、
クラスタから削除するという指示が Expresswayに伝わるため注意してくださ
い。これにより Expresswayはその次の再起動時に工場出荷時設定にリセット
されます。すべてのピアを削除したい一方、残りの Expressway上の構成は保
持しておきたい場合は、そのアドレスをクラスタリングページに残しておき、

それを「クラスタ 1」内でのプライマリにします。

Caution

•ここで説明しているのは必要最小限のクラスタリング設定です。『Cisco Expressway Cluster
Creation and Maintenance Deployment Guide』に、さらに詳細な説明が記載されています。

• H.323プロトコルを有効にします。[構成（Configuration）] > [プロトコル
（Protocols）] > [H.323]ページで、[H.323モード（H.323 Mode）]をオンに設定しま
す。

Expresswayで H.323コールをサポートしていなくても、クラスタリングには H.323
モードが設定されている必要があります。

[サービス選択（Service Select）]ウィザードを使用してハイブリッドサー
ビスの Expresswayを構成した場合、[H.323]メニュー項目は表示されない
ことがあります。この問題を回避するには、Expresswayコンソールにサイ
ンインして、コマンド xconfig H323 Mode: "On"を実行します。

Note

• [システム（System）]> [クラスタリング（Clustering）]> [クラスタ名（Clustername）]
には、FQDNを設定します。

通常、この FQDNは SRVレコードによりDNSでマッピングされていて、クラスタピ
アの A/AAAAレコードに解決されます。

• [システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [構成プライマリ
（Configuration primary）]には、「1」を設定します。
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• [システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [TLS検証モード（TLS
verification mode）]には、少なくとも 2番目のピアを追加するまでは [許可
（Permissive）]を設定します。

クラスタピアにクラスタ間通信を許可する前に相互の証明書を検証させる場合は、[適
用（Enforce）]を選択します。

• [システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [クラスタ IPバージョン
（Cluster IP version）]には、この Expressway-Cの IPアドレスのタイプと一致する値
を設定します。

• [システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [ピア 1アドレス（Peer 1
address）]には、この Expresswayの IPアドレスまたは FQDNを設定します。

TLS検証を適用する場合、各ピアの FQDNが該当する Expresswayの証明書と一致し
ている必要があります。

クラウドに正常に登録するには、Expressway-Cに設定するホスト名には小文字のみ
を使用します。大文字で始まるホスト名は、現時点ではサポートされていません。

Caution

ステップ 8 ファイアウォールで必要なポートをまだ開いていない場合は、このポートを開くようにファイ

アウォールを構成します。

• Expressway-CとWebexクラウド間のトラフィックはすべて、HTTPSトラフィックまたは
セキュアWebソケットです。

• Expressway-Cからのアウトバウンドトラフィックに対して TCPポート 443を開く必要が
あります。Expressway-Cから要求されるクラウドドメインの詳細については、
https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX000028782を参照してください。

ステップ 9 組織がインターネットへのアクセスにHTTPプロキシ（アドレス、ポート）を使用している場
合は、そのHTTPプロキシの詳細情報を取得します。基本認証を必要とする場合は、プロキシ
のユーザ名とパスワードも必要です。Expresswayでは、プロキシでの認証にこれ以外の認証方
式を使用できません。

• Ubuntu 12.04.5で Squid 3.1.19をテストし、検証しました。
•認証ベースのプロキシはテストしていません。

組織が TLSプロキシを使用している場合、Expressway-Cは TLSプロキシを信頼す
る必要があります。プロキシのCAルート証明書は、Expresswayの信頼ストアに保
管されている必要があります。[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ
（Security）] > [信頼できるCA証明書（Trusted CA certificate）]で、証明書を追加
する必要があるかどうか確認できます。

Note

コネクタホストクラスタ内のプライマリ Expresswayに構成されているプロキシの
詳細は、Expresswayクラスタ全体で共有されます。クラスタ内のノードごとに異な
るプロキシを構成することはできません。

Note

ステップ 10 証明書の信頼について、次の点を確認します。メインのセットアップ手順を開始する際に、セ

キュアな接続のタイプを選択できます。
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•ハイブリッドサービスには、Expressway-CとWebex間のセキュアな接続が必要です。

Webexにルート CA証明書を管理させることができます。ただし、自分で管理する場合
は、認証局と信頼チェーンを認識しておく必要があります。また、Expressway-Cの信頼リ
ストに変更を加える権限が付与されている必要もあります。

•カレンダー コネクタの構成時に Expressway-CとMicrosoft Exchange間、または
Expressway-CとMicrosoft®ActiveDirectory®間にセキュアな接続が必要な場合は、Expressway
の CA信頼リストへのアクセスが必要になることがあります。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


