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ハイブリッドメッセージサービスの要件
ハイブリッドメッセージサービスを有効にするには、次の表に記載されているサポート対象

の Cisco Presenceソフトウェアを使用する必要があります。Cisco Business Editionのすべての
パッケージには Cisco Unified Communications Managerと IMおよびプレゼンスサービス が含ま
れています。適切なバージョンを使用していることを確認してください。

表 1 :必要な Ciscoコンポーネント

Version製品名
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11.5(1)SU3以降

•すべてのパブリッシャノードでAXLサービスが実行され
ている必要があります。また、HA導入環境では、IMお
よびプレゼンスサービスクラスタ内のすべてのノードで

AXLサービスを実行することをお勧めします。

•複数の IMおよびプレゼンスサービス クラスタを使用す
る場合は、それらのクラスタ間で Intercluster SyncAGENT
（ICSA）を有効にする必要があります。

• IMおよびプレゼンスサービス クラスタのいずれかが
10.5(2)よりも前のバージョンからアップグレードされて
いる場合は、それらのクラスタに Cisco Options Package
（COPファイル）を適用してハイブリッドメッセージ
サービス用に準備する必要があります。

ciscocm.cup-CSCvi79393-v1.cop.sgnファイルとその適用手
順は、https://software.cisco.com/download/home/286269517/
type/282074312/release/UTILSから入手できます。

• IMおよびプレゼンスサービス クラスタでMultipleDevice
Messaging（MDM）が有効にされている必要があります
（この機能はデフォルトで有効にされています）。

Cisco Unified Communications
Managerおよび IMおよびプレ
ゼンスサービス（オンプレミ

スまたはサービスプロバイ

ダーでホストされているも

の）

11.9以降Cisco Jabber（任意のクライア
ントプラットフォーム）

Cisco Webex Teams（任意のク
ライアントプラットフォー

ム）

Cisco Webex Control Hubを使用して組織を作成できるよう、Cisco Webexのライセンスを取得
する必要があります。

表 2 : Cisco Webexライセンス

SKU製品

任意のクラウドの有料オファーCisco Webex

ハイブリッドメッセージサービスを導入して管理するには、次のシステムを使用する必要が

あります。これらのシステムは、ハイブリッドメッセージサービスだけでなく、WebexTeams
とハイブリッドサービスを導入する場合に一般に必要となります。

表 3 :サポ―トされるシステム

必要となる理由System
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CiscoWebexにログインして組織を作成してから、サービス、
リソース、ユーザを管理するため。

https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkp3vu5を参照してくだ
さい。

制御ハブ

（省略可）オンプレミスディレクトリのユーザ属性を制御ハ

ブにマッピングして、ハイブリッドサービスを使用できるよ

うにするため。「https://www.cisco.com/go/
hybrid-services-directory」を参照してください

CiscoWebexハイブリッドディ
レクトリサービス

手動でユーザを作成するため、またはオンプレミスディレク

トリを統合して IMおよびプレゼンスサービス のユーザをプ
ロビジョニングするため。

CiscoUnified CMAdministration

コンポーネントシステム間のファイアウォールで必要なポー

トを開くため。

Firewalls

コネクタをホストするには、Expresswayを導入する必要があります。CiscoHostedCollaboration
Solutionを使用している組織は、社内にCiscoExpresswayは必要ありません。代わりに、Hosted
Collaboration Solutionのパートナーが、その Cisco Webexハイブリッドサービスオファーの一
部としてクラウド内にそれを導入します。

表 4 : Cisco Expresswayの詳細

Version要件

ソフトウェアイメージは software.cisco.comから無料でダウン
ロードできます。

コネクタホストには、最新リリースバージョンのExpressway
をお勧めします。詳細については、CiscoWebexハイブリッド
サービスでサポートされる Expresswayコネクタホスト
（https://collaborationhelp.cisco.com/article/ruyceab）を参照して
ください。

Cisco Expresswayコネクタホ
スト

ユーザの管理ハイブリッドメッセージサービス
オンプレミスの対象ユーザ

Jabber導入環境を Cisco Webexに接続する前に、Jabberユーザが次の場所に存在する場合があ
ります。

• Cisco Unified CM Administration

この要件は、Jabberのオンプレミス導入を行うことによってすでに満たされています。ユ
ニファイド CM内に存在しない Jabberユーザは、互いにメッセージを交換できません。

ユーザは手動で作成することも、LDAPディレクトリと同期することもできます。
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•（推奨）LDAPディレクトリ

LDAPディレクトリを使用してユーザを管理する場合は、ユーザをUnifiedCMAdministration
に同期することをお勧めします。別の方法として、2つの場所で手動同期によりユーザを
管理することができます。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/
tsd-products-support-series-home.htmlで、ご使用のバージョンの IMおよびプレゼンスサー
ビス のマニュアルを参照してください。

クラウドベースの対象ユーザ

ハイブリッドメッセージサービスを導入する一環として、Cisco Webexに組織内の対象ユー
ザが存在している必要があります。他のハイブリッドサービスまたは Cisco Webex Teamsを導
入している場合、Cisco Webexにはすでに組織とユーザが存在しているはずです。

最大限の相互運用性を得るために、すべての Jabberユーザを Cisco Webexにインポートするこ
とをお勧めします。これらのユーザに有料のサブスクリプションは必要ありませんが、Teams
の「Message Free」の利用資格がなければなりません。ユーザをインポートする前に、自動ラ
イセンス割り当てテンプレートを使用して、この利用資格を適用できます。

Jabberユーザをインポートする前に、（Control Hubで）組織の SSOを有効にすることを推奨
します（https://collaborationhelp.cisco.com/article/lfu88uを参照）。SSO対応の組織では、イン
ポートされた Jabberユーザに Teamsへのアクセスを許可しない場合、これらのユーザへの電
子メール招待を抑止するオプションがあります（https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqj88gt
を参照）。

対象ユーザは、次の方法で管理できます。

•制御ハブで、手動でユーザを個別に入力する。

•制御ハブを使用して、ファイル（シスコ提供のテンプレートに基づく、カンマ区切り値
ファイル）からユーザのリストをインポートする。

制御ハブを使用して、CSVファイルを使用してエクスポート、編集、インポートを繰り
返し、ユーザのサービス利用資格を一括で変更することもできます。

•（推奨）Cisco Webexの組織をオンプレミスディレクトリと同期する。このオプションは
Cisco Webexハイブリッドディレクトリサービスと呼ばれます。

ユーザをインポートする前に、必ず「Message Free」の利用資格を自動ライセンス割り当
てテンプレートに適用してください。

「Cisco Webex Control Hubでユーザを追加し管理する方法」
（https://collaborationhelp.cisco.com/article/nj34yk2）を参照してください。

要約すると、ユーザの詳細は複数の場所で維持できますが、少なくともCiscoWebexとUnified
CMAdministrationには入力されている必要があります。あらゆる場所でユーザを一意に識別す
る属性は、ユーザの電子メールアドレスです。

オンプレミスとクラウドで対象ユーザをどのように作成するかに関係なく、ユーザの電子メー

ルアドレスはすべての場所で一致していることが必須です。
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管理者招待メール送信の抑止
メッセージサービス導入の一環として、すべての Jabberユーザを Control Hubにインポートす
ることをお勧めします。このアクションにより通常は、インポートされた Jabberユーザに対し
てWebex Teamsの使用を開始するよう招待する電子メールメッセージが生成されます。Jabber
ユーザで相互運用性の問題が発生する可能性があることから、すべての Jabberユーザにではな
く、一部のユーザだけにWebexTeamsの使用を開始させたい場合もあります。したがって、こ
れらの電子メールの送信を抑止することをお勧めします。

ユーザの一括インポートまたはディレクトリと Control Hubの同期を行う前に、次のタスクを
実施する必要があります。

始める前に

Webex組織のSSOを有効にします。https://collaborationhelp.cisco.com/article/lfu88uを参照してく
ださい。SSOが有効にされていない場合、招待メールの送信を抑止することはできません。そ
の場合はこのタスクをスキップしますが、このプロセスの後の段階で自動招待メールが生成さ

れることに注意してください。

手順

ステップ 1 Control Hub（https://admin.webex.com/login）にサインインします。

ステップ 2 [設定（Settings）]をクリックして、[電子メール（Email）]セクションを見つけます。

ステップ 3 [管理者招待メール送信の抑止（Suppress Admin Invite Emails）]スイッチをスライドします。
詳細については、https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqj88gtを参照してください。

次のタスク

CiscoWebex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の対処

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CiscoWebex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 Cisco Webexハイブリッドサービス用の Expressway-Cを
準備してください。

始める前に

Expressway-Cを Cisco Webex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。
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ハイブリッドサービスの管理者として、オンプレミスの機器上で実行するソフトウェアに対す

る制御を維持します。また、物理的および電子的な攻撃からサーバを保護するために必要なす

べてのセキュリティ対策を実行する責任もあります。

（注）

手順

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 Cisco Webex 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 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のスケーラビリティに関する推奨事項に従います。

•専用 Expressway-C上のハイブリッドメッセージサービスの場合：

•それぞれ最大 6つのノードで構成された複数の Expressway-Cクラスタでメッセージ
コネクタをホストできます。

•メッセージコネクタを複数の Cisco Unified Communications Manager IMおよびプレゼ
ンスサービス クラスタで使用することができます。

ステップ 3 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。マニュアルについては、cisco.comにあるCiscoExpresswayのイン
ストールおよびアップグレードに関する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 Cisco 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。

（注）

•リリースキー（Expresswayシリーズキー）がなくても、CiscoWebex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アラームが表示される
ことがあります。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。
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ステップ 4 初めてExpresswayを実行する際に、CiscoWebex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。

Cisco 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 5 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。この確認は通
常、インストール時に行います。詳細については、cisco.comのCiscoExpressway設定ガイドの
リストにある『Cisco Expressway Basic Configuration Deployment Guide』を参照してください。

•基本的な IP設定（[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）] > [時間（Time）]）
•管理者アカウントの新しいパスワード（[ユーザ（Users）] > [管理者アカウント
（Administrator accounts）]で、管理者のユーザ(Admin user)をクリックし、[パスワード
の変更（Change password）]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にログオンし、passwdコマンドを実
行）

ステップ 6 Expressway-Cを「cluster of one」として設定します。

•現時点で追加のピアをインストールするつもりがなくても、Expresswayをプライマリピ
アとして設定してから登録することをお勧めします。

X8.11およびそれ以降でクラスタの設定を変更する場合、[システム（System）]>
[クラスタリング（Clustering）]ページから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。
Expresswayは次に再起動するときに初期設定にリセットされます。すべてのピ
アを削除するが、Expresswayの設定はそのまま残したい場合は、[クラスタリン
グ（Clustering）]ページで Expresswayのアドレスを残し、「cluster of one」でプ
ライマリにします。

注意

•以下に最低限必要なクラスタ設定を示しますが、詳しくは『CiscoExpresswayClusterCreation
and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。

• 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。

（注）
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• [システム（System）]> [クラスタリング（Clustering）]> [クラスタ名（Clustername）]
は FQDNにします。

通常、この FQDNは DNSにある SRVレコードでマップされており、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）] > [設定プライマリ
（Configuration primary）]を 1にします。

• [システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）] > [TLS検証モード（TLS
verificationmode）]を、少なくとも2番目のピアを追加するまでは [許可（Permissive）]
にします。

クラスタ間通信を許可する前に、クラスタが互いの証明書を検証するようにする場合

は、[強制（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）]をこの Expressway-Cの IPアドレスのタイプと同じにします。

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

各ピアの FQDNは、TLS検証を強制する場合、Expresswayの証明書と一致する必要
があります。

クラウドに正しく登録するために、Expressway-Cに設定するホスト名は小文字のみに
します。現時点で大文字はサポートされていません。

注意

ステップ 7 ファイアウォールに必要なポートをまだ開いていない場合は、開きます。

• Expressway-CとCiscoWebex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 8 組織がインターネットのアクセスにHTTPプロキシを使用している場合は、そのHTTPプロキ
シの詳細情報（アドレス、ポート）を取得します。Basic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は、その他の方法でプロキシを認証できませ
ん。

• Ubuntu 12.04.5で Squid 3.1.19をテストし、確認しました。
•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の信頼ストアにある必
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。

（注）
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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。

（注）

ステップ 9 証明書の信頼に関する次のポイントを確認します。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。

• Cisco Webexハイブリッドサービスには、Expressway-Cと Cisco Webex間のセキュアな接
続が必要です。

Cisco 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。

環境の準備ハイブリッドメッセージサービス

9

環境の準備ハイブリッドメッセージサービス

Cisco Webex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の対処



環境の準備ハイブリッドメッセージサービス

10

環境の準備ハイブリッドメッセージサービス

Cisco Webex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の対処


	環境の準備 ハイブリッド メッセージ サービス
	ハイブリッド メッセージ サービス の要件
	ユーザの管理 ハイブリッド メッセージ サービス
	管理者招待メール送信の抑止
	Cisco Webex 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の対処


