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ロードバランサについて
冗長性とハイアベイラビリティを持たせるために、フェデレーテッドネットワークにロードバ

ランサを組み込むことができます。ロードバランサは、IM and Presenceサービスノードと Cisco
Adaptive Security Applianceの間に配置されます（SIPフェデレーションのハイアベイラビリティ
を参照）。

ロードバランサは、Cisco Adaptive Security Applianceからの着信TLS接続を終端したうえで、TLS
接続を新たに開始して適切なバックエンド IM and Presenceサービスノードへデータをルーティン
グします。

IM and Presence サービスノードの更新
冗長性のためにロードバランサを使用する場合は、IM and Presenceサービスのパブリッシャノー
ドおよびサブスクライバノードの設定を更新する必要があります。

手順
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手順タスク

[Cisco Unified IM and Presence Administration]にログイン
し、[サービス（Service）]メニューから [システム
（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）]
> [Cisco SIPプロキシ（Cisco SIP Proxy）]を選択し、これ
らの値を入力します。

• [仮想 IPアドレス（Virtual IP Address）]：ロードバラ
ンサに設定されているバーチャル IPアドレスを入力
します。

1 [サーバ名（Server Name）]：ロードバランサの
FQDNに設定します。

2 [フェデレーションルーティング IM and Presence
FQDN（Federation Routing IM and Presence
FQDN）]：ロードバランサの FQDNに設定しま
す。

フェデレーションルーティングパラ

メータの更新

1 [Cisco Unified IM and Presence Administration]にログイン
し、[システム（System）] > [セキュリティ（Security）]
> [TLSピアサブジェクト（TLS Peer Subjects）]を選択
します。

2 [新規追加（AddNew）]をクリックして、次の値を入力
します。

• [ピアサブジェクト名（Peer SubjectName）]：ロー
ドバランサの外部 FQDNを入力します。

• [説明（Description）]：ロードバランサの名前を
入力します。

新規 TLSピアサブジェクトの作成

1 [Cisco Unified IM and Presence Administration]にログイン
し、[システム（System）] > [セキュリティ（Security）]
> [TLSコンテキスト設定（TLSContext Configuration）]
を選択します。

2 [検索（Find）]をクリックします。

3 [Default_Cisco_UPS_SIP_Proxy_Peer_Auth_TLS_Context]
をクリックします。

4 ロードバランサフェデレーション TLSピアサブジェ
クトを選択した TLSピアサブジェクトリストに移動
します。

TLSピアサブジェクトリストへの
TLSピアの追加
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関連トピック

フェデレーションのルーティングパラメータの設定

新規 TLSピアサブジェクトの作成
選択した TLSピアサブジェクトリストへの TLSピアの追加

Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）の更新
ロードバランサを使用しても、外部ドメインはメッセージをパブリック IM and Presenceサービス
アドレスに送信しますが、CiscoAdaptive SecurityApplianceによって、このアドレスはロードバラ
ンサのバーチャル IPアドレスにマップされます。つまり、Cisco Adaptive Security Applianceは、
外部ドメインからメッセージを受信した場合、それをロードバランサに転送するということで

す。ロードバランサは適切な IM and Presenceサービスノードへ渡します。

このような設定を実現するには、Cisco Adaptive Security Applianceを一部変更する必要がありま
す。

スタティック PAT メッセージの更新
ロードバランサの詳細を含むよう、スタティック PATメッセージを更新する必要があります。

手順

Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）リ
リース 8.3 のコマンド

Cisco Adaptive Security
Appliance（ASA）リリース
8.2 のコマンド

タスク

IMandPresenceサービスパブリッシュに対して必要
な変更
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Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）リ
リース 8.3 のコマンド

Cisco Adaptive Security
Appliance（ASA）リリース
8.2 のコマンド

タスク

変更前：

object service obj_tcp_source_eq_5061 #

service tcp source eq 5061

nat (inside,outside) source static

obj_host_routing_imp_private_ip_address

obj_host_public_imp_ip_address service

obj_tcp_source_eq_5062

obj_tcp_source_eq_5061

から

object service obj_tcp_source_eq_55061

# service tcp source eq 55061

nat (inside,outside) source static

obj_host_routing_imp_private_ip_address

obj_host_public_imp_ip_address service

obj_tcp_source_eq_5062

obj_tcp_source_eq_55061

変更前：

static (inside,outside)

tcp

public_imp_ip_address

5061

routing_imp_private_ip_address

5062 netmask

255.255.255.255

変更後：

static (inside,outside)

tcp public_imp_ip_address

55061

routing_imp_publisher_

private_ip_address 5062

netmask 255.255.255.255

パブリック IM and
Presenceサービスアド
レスに対して未使用の

任意のポートを使用す

るよう、スタティック

PATを変更します。

object network obj_host_load_balancer_vip

# host routing_imp_private_address

object service obj_tcp_source_eq_5061 #

service tcp source eq 5061

nat (inside,outside) source static

obj_host_load_balancer_vip

obj_host_public_imp_ip_address service

obj_tcp_source_eq_5062

obj_tcp_source_eq_5061

static (inside,outside)

tcp public_imp_address

5061 load_balancer_vip

5062 netmask

255.255.255.255

（どのポートでロード

バランサが TLSメッ
セージをリッスンする

場合でも）パブリック

IM and Presenceサービ
スアドレスに送信され

たメッセージを仮想

ポートアドレスに転送

できるようにする、新

しいスタティック PAT
を追加します。

IM and Presenceサービスサブスクライバに対して必要な変更
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Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）リ
リース 8.3 のコマンド

Cisco Adaptive Security
Appliance（ASA）リリース
8.2 のコマンド

タスク

access-list ent_lber_to_external_ocs extended permit tcp host

subscriber_private_ip_address host external_domain_public_ip_address

5061

access-list ent_lcs_to_lber_routg_imp extended permit tcp host

external_domain_public_ip_address host imp_public_ip_address 65061

ロードバランサのバー

チャル IPアドレスへの
新規アクセスリストを

追加します。IM and
Presenceサービスがアク
セスする必要のある外

部ドメインごとに、ア

クセスリストを追加す

る必要があります。

ロードバランサの仮想

IPアドレスが設定され
ている場合に IM and
Presenceサービスサー
バへのメッセージを開

始するために、extended
permit tcp host外部ドメ
インの新しいアクセス

リストを追加します。

IM and Presenceサービ
スにアクセスする必要

のある外部ドメインご

とに、アクセスリスト

を追加する必要があり

ます。

関連トピック

スタティック IPルートの設定
ポートアドレス変換（PAT）

アクセスリストの更新

ロードバランサをサポートするには、導入シナリオに固有の Cisco Adaptive Security Applianceの
アクセスリストを更新する必要があります。
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IM and Presenceサービスのパブリック IPアドレスは、Cisco Adaptive Security Applianceで DNS
レコードに設定されされた、IM and Presenceサービスドメインのパブリック IPアドレスのこ
とです。このレコードには、Cisco Adaptive Security Applianceのパブリック IPを含む、ロード
バランサの FQDNが記載されます。

（注）

手順

配置シナリオ：1つ以上の外部ドメインと連携する IM and Presenceサービスノード

設定例タスク

パブリッシャの場合

Cisco Adaptive Security Applianceリリース 8.2および 8.3のコ
マンド：

access-list ent_lber_to_external_ocs extended permit tcp

host virtual_IP_address host

external_domain_public_ip_address eq 5061

新しいロードバランサのバーチャ

ル IPアドレスへの新規アクセス
リストを追加します。IM and
Presenceサービスがアクセスする
必要のある外部ドメインごとに、

アクセスリストを追加する必要が

あります。

パブリッシャの場合

Cisco Adaptive Security Applianceリリース 8.2のコマンド

access-list ent_lcs_to_lber_routgimp extended permit tcp

host external_domain_public_ip_address host

imp_public_ip_address eq 5062

Cisco Adaptive Security Applianceリリース 8.3のコマンド

access-list ent_external_server_to_lb extended permit tcp

host external_public_address host

loadbalancer_virtual_ip_address eq 5062

ロードバランサの仮想 IPアドレ
スが、IM and Presenceサービス
ノードに初期メッセージに外部ド

メインの新しいアクセスリストを

追加します。IM and Presenceサー
ビスにアクセスする必要のある外

部ドメインごとに、アクセスリス

トを追加する必要があります。

class ent_lber_to_external_ocs match access-list

ent_lber_to_external_ocs
アクセスリストごとに、新しいア

クセスリストを組み込むための新

しいクラスを追加します。

policy-map global_policy class ent_lber_to_external_ocs

inspect sip sip_inspect tls-proxy ent_imp_to_external
クラスごとに、IM and Presence
サービスによって開始されたメッ

セージのエントリを policy-map
global_policyに作成します。

policy-map global_policy class ent_lcs_to_lber_routgimp

inspect sip sip_inspect tls-proxy ent_external_to_imp
クラスごとに、外部ドメインで開

始されたメッセージのエントリを

policy-map global_policyに作成し
ます。
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導入シナリオ：外部ドメインが 1つ以上のクラスタ間 IM and Presenceサービスノードに追加され
る IM and Presenceサービスフェデレーションへの IM and Presenceサービス

設定例タスク

access-list ent_imp_to_externalPubimpwlber extended permit

tcp host external_domain_private_imp_address host

public_imp_address_local_domain 55061

access-list ent_imp_to_externalSubimpwlber extended permit

tcp host external_domain_private_imp_address host

public_imp_address_local_domain 65061

外部ドメインの適応型セキュリ

ティアプライアンスは、ローカル

ドメインのパブリッシャとサブス

クライバ用に選択された任意の

ポートへのアクセスを許可する必

要があります。

アクセスリストごとに、新しいア

クセスリストを組み込むための新

しいクラスを追加します。

クラスごとに、policy-map
global_policyにエントリを作成し
ます。

関連トピック

アクセスリストの設定の要件

TLS プロキシインスタンスの更新
Cisco Adaptive Security Applianceで TLSプロキシインスタンスを更新します。

手順

変更前：

tls-proxy ent_external_to_imp server trust-point msoft_public_fqdn

client trust-point imp_proxy

client cipher-suite aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

tls-proxy ent_imp_to_external

server trust-point imp_proxy

client trust-point msoft_public_fqdn

client cipher-suite aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

変更後：

tls-proxy ent_external_to_imp server trust-point msoft_public_fqdn

client trust-point msoft_public_fqdn

client cipher-suite aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

Cisco Unified Communications Manager リリース 11.5(1)SU2 上の IM and Presence Service ドメイン間フェデ
レーションガイド

7

冗長性確保のためのロードバランサの設定（SIP フェデレーションの場合）
TLS プロキシインスタンスの更新



tls-proxy ent_imp_to_external

server trust-point msoft_public_fqdn

client trust-point msoft_public_fqdn

client cipher-suite aes128-sha1 aes256-sha1 3des-sha1 null-sha1

関連トピック

TLSプロキシインスタンスの設定

CA 署名付きセキュリティ証明書の更新
設定にロードバランサを追加する場合は、次の項で説明する、ロードバランサと Cisco Adaptive
Security Applianceおよび IM and Presenceサービスノードの間の CA署名付きセキュリティ証明書
も作成する必要があります。

ロードバランサと Cisco Adaptive Security Appliance 間のセキュリティ
証明書の設定

このトピックでは、ロードバランサと Cisco Adaptive Security Applianceの間でのセキュリティ証
明書を設定するために必要な手順の概要を示します。

手順タスク

crypto ca enrollコマンドを使用して、ロードバラン

サの FQDNを指定します。
Cisco Adaptive Security Applianceでロー
ドバランサ用のCA署名付き証明書を作
成します。

ロードバランサのマニュアルを参照してください。CiscoAdaptive SecurityApplianceからロー
ドバランサにCA署名付き証明書をイン
ポートします。

ロードバランサのマニュアルを参照してください。ロードバランサでCiscoAdaptive Security
Appliance用のCA署名付き証明書を作成
します。

crypto ca trustpointコマンドを使用します。

証明書がインポートされたことを確認するには、show

crypto ca certificateコマンドを使用します。

ロードバランサから Cisco Adaptive
Security Applianceに CA署名付き証明書
をインポートします。

関連トピック

SCEPを使用した Cisco Adaptive Security Applianceでの証明書の設定
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Cisco Adaptive Security Applianceへの IM and Presenceサービス証明書のインポート
Microsoft CAを使用した Cisco Adaptive Security ApplianceとMicrosoft Access Edge（外部イン
ターフェイス）の間でのセキュリティ証明書交換

ロードバランサと IM and Presence サービスノード間のセキュリティ
証明書の設定

このトピックでは、ロードバランサと IM and Presenceサービスノードの間でセキュリティ証明
書を設定するために必要な手順の概要を示します。

手順タスク

CA署名付き証明書を使用して証明書を交換する手順に従っ
てください。

パブリッシャノードとサブスク

ライバノードの両方でCA署名付
き証明書を作成します。

ロードバランサのマニュアルを参照してください。（パブリッシャノードとサブス

クライバノードから）ロードバ

ランサにCA署名付き証明書をイ
ンポートします。

Microsoft コンポーネントの更新
ロードバランサの詳細を使用して、一部のMicrosoftコンポーネントを更新する必要があります。

手順

手順タスク

FQDNのすべてのインスタンスを
ロードバランサのFQDNに一致する
よう更新します。
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手順タスク

1 外部Access Edgeサーバで、[スタート（Start）] > [管理
ツール（Administrative Tools）] > [コンピュータの管理
（Computer Management）]を選択します。

2 左側のペインで、[Microsoft OfficeCommunications Server
2007]を右クリックします。

3 [IMプロバイダ（IM Provider）]タブをクリックしま
す。

4 [追加（Add）]をクリックします。

5 [Allow the IM service provider（IMサービスプロバイダ
を許可する）]チェックボックスをオンにします。

IMサービスプロバイダのネットワークアドレスをロード
バランサのパブリック FQDNとして定義します。

ロードバランサを使用して、IMプ
ロバイダリストのドメイン名を更新

します。

関連トピック

SIPフェデレーション用の外部サーバコンポーネントの設定

AOL コンポーネントの更新
ご使用の AOLフェデレーション導入にロードバランサを組み込む場合は、ロードバランサに関
するいくつかの細目をAOLに提供する必要があります。詳細については、関連項目内の項を参照
してください。

関連トピック

AOLとの SIPフェデレーションの要件
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