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Cisco Collaboration の配置では、さまざまなエンドポイントを使用できます。これらのエンドポ
イントは、通常のアナログ電話機をサポートする IP 環境内のゲートウェイから、さまざまな機能
を提供する拡張的なネイティブ IP Phone セットに至るまで、多岐にわたります。

エンドポイントを配置する際は、認証、アップグレード、シグナリング プロトコル、Quality of 
Service（QoS）などのいくつかの要素を考慮する必要があります。コラボレーション システムは、
これらの要素に対応するように適切に設計する必要があります。

この章では、さまざまなタイプのコラボレーション エンドポイントを要約し、ハイ アベイラビ
リティ、キャパシティ プランニングなどの設計および配置について説明します。この章で説明す
るコレボレーション エンドポイントは、次の主要なタイプに分類できます。

• アナログ エンドポイント（8-6 ページ）

• デスク フォン（8-8 ページ）

• ビデオ エンドポイント（8-16 ページ）

• ソフトウェアベースのエンドポイント（8-24 ページ）

• ワイヤレスエンドポイント（8-35 ページ）

• モバイル エンドポイント（8-40 ページ）

• Cisco Virtualization Experience Media Engine（8-46 ページ）

• サードパーティ製 IP Phone（8-47 ページ）

上記に示される各項では、配置に関する考慮事項を含む各エンドポイント タイプに関する情報
を提供します。この情報の後に、エンドポイントを効率的に導入するための高可用性、キャパシ
ティ プランニング、および設計に関する留意点の説明が続きます。

この章は、使用可能なエンドポイント タイプの範囲とそれらの導入に伴う高レベルの設計上の
留意点を理解するために使用してください。
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第 8 章      コラボレーション エンドポイント

この章の変更点
この章の変更点
表 8-1 に、この章に新しく追加されたトピック、またはこのマニュアルの以前のリリースから大
幅に改訂されたトピックの一覧を示します。

コラボレーション エンドポイントのアーキテクチャ
図 8-1 に示されているようなさまざまなタイプのエンドポイントと同様に、コラボレーション 
エンドポイントを配置する場合に考慮する必要のあるさまざまな呼制御、コラボレーション 
サービス、およびメディア リソース オプションがあります。コラボレーション エンドポイント
は、音声およびビデオ通話サービス用のエンタープライズ呼制御および/またはクラウド ベース
のコラボレーションに依存します。コラボレーション エンドポイントは、ボイス メッセージ、イ
ンスタント メッセージ、およびプレゼンスなど、社内とクラウドベースの両方のコラボレーショ
ン サービスを利用します。さらに、これらのエンドポイントは、ビデオおよび音声会議、トランス
コーディング、保留音などのエンタープライズ メディア リソースから主な付加サービスを取得
します。

表 8-1 新規情報、またはこのマニュアルの以前のリリースからの変更情報

新規トピックまたは改訂されたトピック 説明箇所 改訂日

Cisco Jabber および Cisco Spark Apple iOS 
クライアント対応の Apple プッシュ通知
サービス（APNs）

モバイル エンドポイントとクライアントの配置に
関する考慮事項（8-42 ページ）

2018 年 3 月 1 日

Cisco Jabber でのリフレッシュ トークン
を使用した OAuth 2.0

ソフトウェア ベースのエンドポイントの配置に関
する一般的な考慮事項（8-32 ページ）

モバイル エンドポイントとクライアントの配置に
関する考慮事項（8-42 ページ）

2018 年 3 月 1 日

Cisco Spark Room シリーズ Cisco Spark Room シリーズ（8-18 ページ） 2018 年 3 月 1 日

Cisco IP Phone 8800 シリーズ Cisco IP Phone 8800 シリーズ（8-10 ページ） 2018 年 3 月 1 日
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第 8 章      コラボレーション エンドポイント

コラボレーション エンドポイントのアーキテクチャ
図 8-1 シスコ コラボレーション エンドポイント アーキテクチャ
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コラボレーション エンドポイントのアーキテクチャ
音声およびビデオ サービスにコラボレーション呼制御を配置するときは複数のオプションを使
用できます。各呼制御プラットフォームによってエンドポイント登録、コールのセットアップ、
およびルーティング サービスと、プロビジョニングされたメディア リソースへのアクセスが提
供されます。エンドポイントとエンタープライズ Cisco Unified Communications Manager 間の高
レベルの呼制御相互作用については、次のサブセクションで説明します。

Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）呼制御

Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）、Cisco Business Edition、および Cisco Unified 
Communications Manager Express（Unified CME）のコール シグナリングでは、回線側シグナリング
とトランク側シグナリングが区別されます。トランク側シグナリングは他のサーバおよびゲート
ウェイに全体の呼処理クラスタまたはルータを接続するために使用されますが、回線側は呼処理
プラットフォームにエンドポイント デバイスを接続するために使用されます。この 2 つのイン
ターフェイスはそれぞれ、提供するサービスが異なります。回線側は、ユーザ指向の豊富な機能
セットを提供します。

Session Initiation Protocol（SIP）と Skinny Client Control Protocol（SCCP）は、Cisco 呼処理プラット
フォームでサポートされる 2 種類の主要な回線側シグナリング プロトコルです。すべての Cisco 
エンドポイントは、このうち一方または両方のプロトコルをサポートしています。どちらのプロ
トコルでも、サポートされる機能セットはおおよそ同じであるため、いずれのプロトコルの使用
を選択するかは、基本的には導入における個人的な好みによります。ただし、SIP はすべての新し
い機能とシスコのエンドポイントのサポート用に選択できるプロトコルです。

Cisco エンドポイントを使用してコールの発信や受信、またはアプリケーションの実行を行うに
は、いくつかの操作パラメータを使用して Cisco エンドポイントを設定しておく必要があります。
この設定は、呼処理サーバまたはルータで事前に実行する必要があります。設定されると、呼処理
プラットフォームは使用されるエンドポイントの設定ファイルを生成し、トリビアル ファイル転
送プロトコル（TFTP）サーバにそのファイルを保存します。エンドポイント自体は、電源が投入さ
れると、ブートアップ シーケンスを通過します。エンドポイントは、この設定ファイルを取得した
後、適切なサーバに登録されます。これにより、エンドポイントは使用できる状態になります。エ
ンドポイントは、ブートアップ シーケンスの一部として次のステップを実行します。

1. エンドポイントが電源に差し込まれていない場合、アクセス スイッチに接続されていれば、
スイッチからの電力の獲得を試行します（Power over Ethernet）。無線および移動式エンドポ
イントはイーサネットを介して企業ネットワークに接続されていないため、常にバッテリま
たは電源コンセントから電力を取得します。

2. デバイスのセキュリティが有効になっている場合、電力を取得すると、エンドポイントはそ
のクレデンシャルをセキュリティ サーバまたはネットワーク認証インフラストラクチャに
示します。

3. エンドポイントは、ネットワークを使用できる場合、エンドポイント内の静的プロビジョニ
ングによって、または動的ホスト制御プロトコル（DHCP）によって、ネットワーク パラメー
タ（IP アドレス、ドメイン ネーム サービス（DNS）サーバ、ゲートウェイ アドレスなど）を取
得します。

4. また、エンドポイントは、エンドポイント内の静的プロビジョニングによって、または DHCP 
オプションによって、TFTP サーバ アドレスも取得します。

5. 続いてエンドポイントは、TFTP サーバ アドレスを使用して、その設定ファイルを取得しま
す。これらのファイルには、そのエンドポイントが関連付けられるか登録されることがある
呼処理サーバまたはルータ、エンドポイントがサポートする必要があるディレクトリ番号な
どが、他のパラメータとともに説明されています。

6. エンドポイントが呼処理プラットフォームに登録され、使用できる状態になります。

どのエンドポイントが Cisco Unified CM への登録をサポートしているかを確認するには、この
章の各項に表示されているエンドポイント データ シートを参照してください。
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コラボレーション エンドポイントのアーキテクチャ
コラボレーション エンドポイントのセクション 508 への準拠

選択した呼制御プラットフォームに関係なく、エンドポイントを選択して、Cisco Collaboration 
ネットワークを設計する場合は、Telecommunications Act のセクション 255 と U.S. セクション 
508 に準拠して、障害を持つユーザがより利用しやすい電話機能を作成するように努める必要が
あります。

Cisco Unified Communications ネットワークを構成する際は、次に説明する基本設計ガイドライ
ンに従い、Section 508 を遵守してください。

• Quality of Service（QoS）とコール アドミッション制御をネットワーク上で有効にして、企業
での通信が可能な限りクリアで正確になるように、音声とビデオの品質を 適化します。

• ターミナル テレタイプ（TTY）デバイスまたは Telephone Device for the Deaf（TDD）に接続す
る電話には、G.711 コーデックのみを設定します。G.729 のような低ビット レートのコー
デックを音声通信に適用している場合でも、Total Character Error Rate（TCER）が 1 % を超え
ている場合は、TTY/TDD デバイスが適切に作動しないことがあります。

• 必要に応じて、TTY/TDD デバイスに G.711 を設定し、WAN に対応します。

• Echo Cancellation を使用可能（ON）にし、パフォーマンスを 適化します。

• 音声アクティビティ検出（VAD）は、TTY/TDD 接続に影響を与えるため、使用されることはあ
りません。したがって、設定は使用可能、使用不可のどちらであっても関係ありません。ただ
し、Unified CM 呼制御で VAD（無音圧縮）を無効にしたままにし、no vad コマンドを H.323 お
よび Cisco IOS SIP ダイヤル ピアで使用することをお勧めします。

• Unified CM 内のリージョンおよびデバイス プールを適切に設定して、TTY/TDD デバイスが
常時 G.711 コードを使用するようにします。

• TTY/TDD の Cisco Unified Communications ネットワークへの接続は、次のいずれかの方法で
行います。

– 直接接続（推奨方式）

RJ-11 アナログ回線用 TTY/TDD を直接 Cisco FXS ポートに接続します。FXS ポートを備え
る Cisco 音声ゲートウェイであれば動作します。シスコは、この接続方式を推奨します。

– アコースティック カップル

IP Phone のハンドセットを TTY/TDD に接続しているカップリング機器に置きます。ア
コースティック カップルは、RJ-11 接続に比較すると信頼性が劣ります。カップリング方
式は部屋の周囲の雑音やその他の要素で、一般的に通信エラーを起こしやすい方式です。

• 可聴メッセージ待機インジケータ（AMWI）の断続ダイヤル トーンが必要な場合は、アナロ
グ電話機を Cisco VG アナログ ゲートウェイまたは Analog Telephony Adaptor（ATA）上に備
えている FXS ポートに接続します。ほとんどの Cisco IP Phone が断続ダイヤル トーンをサ
ポートします。

• Cisco TelePresence 専用ルームを配置する場合は、車いすや他の補助乗り物の動きが妨げら
れることのない十分に広い部屋を用意してください。
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アナログ エンドポイント
アナログ エンドポイント
アナログ ゲートウェイは、通常、アナログ信号が IP ネットワーク上でパケット化されて送信で
きるように、FAX 機、モデム、Deaf（TDD）/テレタイプライタ（TTY）用の通信デバイス、アナログ
電話機などのアナログ デバイスを VoIP ネットワークに接続するために使用されます。また、ア
ナログ ゲートウェイは、PSTN および、PBX やキー システムなどの他の従来のテレフォニー機器
への物理的な接続も提供します。アナログ ゲートウェイには、Cisco IOS ルータベースのアナロ
グ インターフェイスまたはサービス モジュール、および固定ポートのスタンドアロン ゲート
ウェイが含まれます。一般に、アナログ ゲートウェイは、呼制御、付加サービス、そして場合に
よってはインターフェイスの登録と設定のために Cisco Unified CM、Cisco Business Edition、
Unified CM Express、および Survivable Remote Site Telephony（SRST）に依存します。シスコ アナロ
グ ゲートウェイを介してサポートされる呼制御プロトコルには、SIP、H.323、SCCP、および 
Media Gateway Control Protocol（MGCP）が含まれます。

スタンドアロン アナログ ゲートウェイ

Cisco Analog Telephony Adapter（ATA）、Cisco VG シリーズ ゲートウェイなどのシスコのスタンド
アロン アナログ ゲートウェイは、FAX 機、モデム、TDD/TTY、ページング システム、アナログ電
話機、IP ネットワークに接続するための 1 つ以上のイーサネット ポートなどのアナログ デバイ
スに接続を提供します。シスコのスタンドアロン アナログ ゲートウェイは、FXS アナログ テレ
フォニー インターフェイスのポート タイプだけをサポートします。

Cisco ATA の詳細については、次の URL で ATA 190 シリーズに関するデータ シートとマニュア
ルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/ata-190-series-analog-telephone-
adapters/index.html

Cisco VG シリーズ ゲートウェイの詳細については、次の URL でデータ シートとマニュアルを
参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/vg-series-gateways/index.html

アナログ インターフェイス モジュール

Network Module（NM）および Voice Interface Card（VIC）などの Cisco IOS ルータ ベースのアナロ
グ インターフェイス モジュールは、PBX、アナログ電話機、FAX 機、キー システムなどの PSTN 
やその他の従来の電話機器を、Cisco Integrated Services Router（ISR）などの Cisco マルチサービス 
アクセス ルータに接続します。Cisco IOS アナログ インターフェイス モジュールは、FXS、FXO、
T1/E1、E&M、BRI などの広範囲のアナログ テレフォニー インターフェイスのポート タイプをサ
ポートします。

Cisco IOS バージョンのサポートは、アナログ インターフェイス モジュールに正常に展開するた
めに重要です。インターフェイス ポート タイプや Cisco IOS バージョンのサポートを含む Cisco 
IOS ベースのアナログ インターフェイス モジュールに関する詳細については、次の Web サイト
にリストされているデータシートおよびマニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-
isr/datasheet-c78-733646.html
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アナログ エンドポイント
アナログ エンドポイントの配置に関する考慮事項

次の項では、アナログ エンドポイントを導入するための重要な設計上の留意点について説明し
ます。

アナログ接続タイプ

多くの場合、確立されるアナログ接続のタイプによって、どのアナログ接続タイプを選択するか
が決まります。たとえば、基本的な受話器の呼出音とダイヤル トーンは、FXS または E&M イン
ターフェイスによって提供されますが、PSTN または企業の PBX へのトランクまたはタイ ライ
ン接続には FXO インターフェイスが使用されます。いずれの場合も、これらのインターフェイ
スによって、電話回線のオン フックまたはオフフック状態が指定されます。

FXO および FXS アナログ接続には、ループ スタートまたはグラウンド スタートという 2 種類の
アクセス シグナリング方法があります。使用されるシグナリング タイプは、PSTN からのサービ
スのタイプによって 終的に決定されます。通常、標準的な電話回線はループ スタートを使用し
ますが、ビジネス電話回線とトランクは多くの場合グラウンド スタートに依存します。ループ 
スタート回線はその回線が使用されるまで回路に電流を維持しませんが、グラウンド スタート
回線は回線にある程度の電流を維持します。グラウンド スタート回線で一定の電流を使用する
には、通常、PSTN 側に特殊な機器が必要ですが、多くの場合、これによってループ スタート回線
よりもグラウンド スタート回線のコストのほうが高くなります。ただし、グラウンド スタート
回線を使用すると、回線上の電流損失はアナログ接続の遠端で即時に検出され、ゲートウェイま
たは PBX は接続と切断に関して即時に指示を受け取るため、接続をより適切に制御できます。
さらに、グラウンド スタート トランクは「グレア」、つまり、回線上の同時着信および発信コール
の衝突の可能性を低減します。

E&M インターフェイスは、ウインク スタートや即時スタートなど、さまざまなシグナリング方
式をサポートしています。ウインク スタートは E&M シグナリングの も一般的な形式であり、
インターフェイスを介して番号を送信できるようになるまで、応答の遠端から発信元の初期オ
フフック指示まで「ウインク」順序（オンフック、オフフック、オンフック）を使用します。一方、即
時スタート シグナリングは、初期オフフック指示の後、番号が送信されるまで、終端からの応答
ではなく短い一時停止を使用します。

特定の配置で使用されるアナログ インターフェイス タイプは、PSTN プロバイダー、または内部
アナログ接続用に配置された機器によってサポートされるインターフェイスによって 終的に
指定されます。いずれの場合も、回線の 大の可視性と制御を提供するアナログ接続タイプ用に
サポートされているシグナリング方式を使用する必要があります。たとえば、FXS または FXO 
を使用する場合は、エンドツーエンドの回線電流の障害を即時に検出できるため、グラウンド ス
タートのほうがループ スタートよりも適しています。同様に、E&M を使用する場合は、番号を送
信可能という遠端からの肯定的な指示により、即時スタートよりもウインク スタートのほうが
優先されます。

シスコのアナログ テレフォニー シグナリングの詳細については、次の Web サイトで入手可能な
マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/tech/voice/telephony-signaling/index.html
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ページング システム

一部の IP テレフォニー配置では、エンタープライズ IP PBX はページング システムに統合され、
ユーザは音声ブロードキャストをオーバーヘッド スピーカーに転送するシステムで内線を呼び
出すことができます。これらのオーバーヘッド ページング システムは、着信側が受話器の近く
にいないワークショップ、駐車場、および広い工場エリアなどで便利です。これらのページング 
システムへの統合は、アナログ インターフェイス モジュール ポートを使用して実行されます。

Cisco アナログ ゲートウェイとインターフェイス モジュールは、FXO、FXS、および E&M など、
ページング システムの統合に使用するすべての従来型アナログ ポート タイプをサポートしま
す。オーバーヘッド ページング システムと統合する場合は、必要に応じて、統合されるページン
グ システムによって適切なアナログ インターフェイス モジュール タイプ、シグナリング、およ
び設定が使用されていることを確認します。ポート タイプ、シグナリング、および設定は、ページ
ング システムによって 終的に決定されます。

オーバーヘッド ページング システムへの E&M インターフェイスの統合の例は、次の Web サイ
トから入手できます。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/analog-signaling-e-m-did-fxs-fxo/27627-e-mpa
ging.html

Quality of Service

ネットワークレベルの Quality of Service（QoS）を設定すると、スタンドアロン Cisco VG シリーズ
や Cisco IOS ベースのアナログ インターフェイス モジュールなどの Cisco アナログ ゲートウェ
イが信頼され、そのパケット マーキングが尊重されます。アナログ ゲートウェイはデフォルト
で、音声メディアおよびシグナリング パケットに対して適切なレイヤ 3 値（音声メディアは 
DSCP 46 または PHB EF、コール シグナリングは DSCP 24 または PHB CS3）でマーキングを行い
ます。これは、統合されたネットワークでエンドツーエンドの音声品質を確保するためであり、
適切な音声メディアおよびシグナリング マーキングについてのシスコの QoS 推奨事項と一致
しています。

デスク フォン
Cisco IP Phone ポートフォリオには、次のデスク フォンの製品群があります。

• Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ（8-9 ページ）

• Cisco IP Phone 8800 シリーズ（8-10 ページ）

• Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズ（8-10 ページ）

• Cisco DX シリーズ（8-11 ページ）
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Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズのエンドポイントは、複数のモデルと機能セットで構成さ
れます。一般に、Unified IP Phone 7900 シリーズ内のすべての電話機が、コール保留、コール転送
などのエンタープライズ IP テレフォニー機能を提供します。ただし、7900 シリーズは、プレゼン
ス、メッセージング、モビリティ、セキュリティ、およびその他のネットワークベースのアプリ
ケーションとサービスを可能にする IP ベースの電話サービスのサポートを含む、従来のエン
タープライズ IP テレフォニー機能セットを上回る機能も提供します。Cisco Unified IP 7900 シ
リーズでは、シスコの呼処理プラットフォームに登録して通信するための SCCP と SIP の両方の
シグナリング プロトコルをサポートします。

場合によっては、Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7916 などのキー拡張モジュールを物理
的に接続することにより、追加の回線キーを Unified IP Phone 7900 シリーズ デバイスに追加でき
ます。これによって、管理スタッフおよびその他のユーザは、デスクトップフォンの現在の回線
容量を超える回線数に応答したり、または回線の状態を確認できるようになります。一部の 
Unified IP Phone 7900 シリーズ モデルは 2 つまでの Cisco Unified IP Phone 拡張モジュールをサ
ポートできますが、外部電源アダプタの使用が必要になる場合があります。

（注） 1 台の電話機で 2 つの拡張モジュールを使用する場合、2 番めのモジュールを 1 番めのモジュー
ルと同じモデルにする必要があります。

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズの詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび
マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/ind
ex.html

Cisco IP Phone 7800 シリーズ

Cisco IP Phone 7800 シリーズのエンドポイントには、1 回線の Cisco IP Phone 7811 から、大規模で
より高度な 16 回線の Cisco IP Phone 7861 まで、さまざまなモデルが含まれます。これらの電話
機モデルには LCD ディスプレイ、内蔵スピーカー フォン、および PC ポートがあります。IP 
Phone 7800 シリーズ内のすべての電話機が、保留、コール転送、自動転送などのエンタープライ
ズ IP テレフォニー機能を提供します。Cisco IP 7800 シリーズは、シスコ呼処理プラットフォーム
に登録して通信するための SIP シグナリング プロトコルをサポートします。

（注） Cisco IP Phone 7800 シリーズ ファームウェア バージョン 11.0(1) と Cisco Expressway X8.7 以降
のバージョンの 7800 シリーズは、VPN アクセスの代替手段として Cisco Expressway を正式にサ
ポートします。Expressway は、7800 シリーズの音声コールにエンタープライズ ファイアウォー
ル トラバーサルを提供します。

Cisco IP Phone 7800 シリーズの詳細については、次の URL で入手可能なデータ シートと製品マ
ニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/ind
ex.html
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Cisco IP Phone 8800 シリーズ

Cisco IP Phone 8800 シリーズのエンドポイントは、広帯域オーディオのサポートと一緒に高度に
セキュアで包括的な機能セットを提供します。たとえば、新しい Cisco IP Conference Phone 8832 で
は、歪みが少なく周波数が低くても鮮明な、動的できめ細かいサウンドを提供します。有線マイク
と Digital Equipment Cordless Telephony（DECT）ワイヤレス拡張マイクの両方を使用して、会議室
導入環境全体をカバーできます。さらに、IP Phone 8800 シリーズのパーソナル エンドポイント

（8811 ～ 8865）でも広範な機能を揃えています。このシリーズの一部のモデル（8845、8851、8861、
8865 など）は、Bluetooth と Intelligent Proximity for Mobile Voice に加えて、オンボード USB ポート
を介したスマートフォンまたはタブレットの充電もサポートします。8800 シリーズに導入された
新しいキー拡張モジュール（KEM）は、表示領域を 大化しユーザ エクスペリエンスを向上させ
るデュアル LCD サポートを提供します。新しいオーディオ KEM とビデオ KEM が導入されてい
ます。また、8845 と 8865 は、HD 720p の組み込みビデオ カメラをサポートします。一般に、IP 
Phone 8800 シリーズ内のすべての電話機に、保留、コール転送、自動転送などのエンタープライズ 
IP テレフォニー機能一式が備わっています。これらのエンドポイントでは、シスコの呼処理プ
ラットフォームに登録して通信するための SIP シグナリング プロトコルをサポートします。

（注） Cisco IP Phone 8800 シリーズ ファームウェア バージョン 11.0(1) と Cisco Expressway X8.7 以降
のバージョンの 8800 シリーズ電話機モデルは、VPN アクセスの代替手段として Cisco 
Expressway を正式にサポートします。Expressway は、8800 シリーズの音声コールとビデオ コー
ルにエンタープライズ ファイアウォール トラバーサルを提供します。

（注） Cisco IP Phone 8800 シリーズ ファームウェア バージョン 11.5 以降の 8800 シリーズ電話機モデ
ルでは、拡張回線モードをサポートしています。これにより、短縮ダイヤルなどのプログラム可
能な回線または機能を 10 個すべての回線キーに割り当てられるようになっています。この
ファームウェア機能拡張が導入される前は、電話機で使用できるプログラム可能な回線キーは 
5 つだけでした。また、ファームウェア バージョン 12.0 では拡張回線モードに、コール パーク、
Extension Mobility Cross Cluster、グループ ピックアップ、ハント グループのサポートが追加され
ています。

Cisco IP Phone 8800 シリーズの詳細については、次の URL でデータ シートとその他のマニュア
ルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ind
ex.html

Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズ

Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズは、単一回線をサポートするコスト効率の高い、エントリ 
レベルのエンド ポイントを提供し、エンタープライズ IP テレフォニー機能の基本的なセットお
よび、ミュート、コール保留、コール転送などの基本的な付加機能を提供します。Cisco Unified SIP 
Phone 3900 シリーズには、2 行の液晶ディスプレイ（LCD）画面および半二重または全二重スピー
カーフォン（モデルによって異なる）があります。Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズでは、シ
スコの呼処理プラットフォームに登録して通信するのための SIP シグナリング プロトコルをサ
ポートします。
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（注） Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズは、CTI（Jabber 電話機制御用）、短縮ダイヤル、サイレント 
モニタリングおよび録音用の組み込みブリッジなどの機能をサポートしていません。Cisco IP 
Phone 7800 シリーズおよび 8800 シリーズは、エンタープライズ クラスの IP テレフォニー機能
のフル セットが必要な環境向けに推奨されています。

Cisco Unified SIP Phone 3900 シリーズの詳細については、次の URL でデータ シートとマニュア
ルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-sip-phone-3900-series/in
dex.html

Cisco DX シリーズ

DX シリーズのエンドポイントは、ユニファイド コミュニケーション、高解像度（HD）ビデオ、コ
ラボレーション アプリケーションおよびサービスの統合を実現します。Cisco DX シリーズ エン
ドポイントでは、エンタープライズクラスのコミュニケーション用の広帯域オーディオと HD ビ
デオに、統合された 7 ～ 23 インチ（モデルにより異なる）のマルチタッチ LCD ディスプレイと前
面カメラが用意されています。このデバイスは、セキュアな Android オペレーティング システム
を実行し、予定表管理、社内ディレクトリ検索、電子メール、Jabber IM and Presence、ビジュアル ボ
イスメール、WebEx 会議、およびセキュアなネットワーク アタッチメントのための AnyConnect 
VPN を含む、統合されたさまざまなコラボレーションおよびコミュニケーション アプリケー
ションへのアクセスを可能にします。また、オープンな Android プラットフォームとして、Google 
Play ストアにアクセスして、さまざまなサードパーティ アプリケーションを入手することによ
り、機能の追加を可能にします。このエンドポイントは、ラップトップや外部ディスプレイなど
の外部デバイス（モデルによって異なる）を接続するための HDMI や、キーボード、マウス、また
は有線ヘッドセット アタッチメント用の USB、および無線ヘッドセット、キーボード、マウスを
接続したり、Intelligent Proximity for Mobile Voice を利用したりするための Bluetooth を含む、アク
セサリを接続するためのさまざまな外部インターフェイスも提供します。

DX シリーズ エンドポイントは、シスコ呼処理プラットフォームに登録して通信するための SIP 
シグナリング プロトコルをサポートします。DX シリーズの導入とサポートには、Cisco Unified 
Communications Manager が必要です。

（注） Cisco DX シリーズ ファームウェア バージョン 10.2.4 以降の DX シリーズは、VPN アクセスの代
替手段として Cisco Expressway をサポートします。Expressway は、DX シリーズの音声とビデオ
用のエンタープライズ ファイアウォール トラバーサルだけでなく、組み込みの Jabber IM アプ
リケーションも提供します。

Cisco DX シリーズの詳細については、次の URL でデータ シートとマニュアルを参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience
-dx600-series/index.html
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シスコ デスク フォンの導入に関する考慮事項

次の項では、シスコのデスク フォンを配置するときに重要な設計上の考慮事項について説明し
ます。

ファームウェアのアップグレード

通常、IP フォンは、デフォルトで、1 つ以上の呼処理プラットフォームに統合された TFTP サービ
スから、ポート 6970 を使用する HTTP を使用してイメージをアップグレードします。HTTP が使
用できない場合、IP フォンは、同じ TFTP サービスから、UDP ベースのプロトコルである TFTP を
使用します。この配置では、すべての電話機がこれらの TFTP サービスから直接イメージを取得
します。この方法は、電話機の数が比較的少ない場合や、すべての電話機が実質的に帯域幅の制
限がない LAN 環境を持つ単一のキャンパス領域に存在する場合に効果的です。

集中型呼処理を使用する大規模な配置の場合は、低速 WAN リンクで中央データセンターに接続
された支社の電話機をアップグレードするのに WAN を介した大量のデータ トラフィックが必
要になることがあります。それぞれの電話機に対して同じファイル セットが WAN を複数回通
過することになります。このような大量のデータを転送することは WAN 帯域幅を浪費するだけ
でなく、各データ転送がお互いに帯域幅を求めて競合するため長時間かかることがあります。ま
た、TFTP プロトコルの特性により、一部の電話機でアップグレードが強制的に中止され、既存の
バージョンのコードに戻る場合があります。

（注） 7900 シリーズの電話機と違って、Cisco IP Phone 7800、8800、および DX シリーズは稼働したまま
アップグレードすることができます。7800、8800、および DX シリーズの電話機は、アクティブな
状態を維持しながら、新しいファームウェアをメモリにダウンロードして保存し、ダウンロード
が正常に行われた場合にのみ新しいファームウェアでリブートします。

WAN を介して電話機をアップグレードすることが必要なため生じた問題を緩和するのに 2 つ
の方法が存在します。1 つの方法はアップグレードのためだけにローカル TFTP サーバを使用す
ることです。管理者は TFTP サーバを支社（特に大量の電話機が存在する支社あるいは WAN リ
ンクが高速または堅牢でない支社）に設置し、支社の電話機がその特定の TFTP サーバを新しい
ファームウェアのためだけに使用するように設定できます。この変更により、電話機が新しい
ファームウェアをローカルに取得します。このアップグレード方法では、管理者が支社の TFTP 
サーバに電話機のファームウェアを事前にロードし、影響を受ける電話機の設定の load server 
パラメータの TFTP サーバ アドレスを手動で設定する必要があります。支店のルータを TFTP 
サーバとして使用できることに注意してください。

WAN リソースを大量に使用せずに電話機をアップグレードする 2 つめの方法は、ピア ファイル
共有（PFS）機能を使用することです。この機能を使用した場合、通常は、支店内の各モデルの電話
機が 1 台ずつ新しいファームウェア ファイルを中央の TFTP サーバからダウンロードします。
電話機がファームウェア ファイルをダウンロードしたら、この電話機はそのファイルを支社の
他の電話に配布します。この方法では、load server の方法で必要な手動によるロードと設定を回
避できます。

アップグレードが要求された際、同じ支社のサブネット内の同じ電話機モデルが自身の階層形
式（チェーン形式）で配置されると、PFS 機能が動作します。これは、電話機間でメッセージを交
換し、実際にダウンロードを実行する「ルート」電話機を選択することによって行われます。ルー
ト電話機は TCP 接続を使用してチェーンの 2 つめの電話機にファームウェア ファイルを送信
し、2 つめの電話機はチェーンの 3 つめの電話機にファームウェア ファイルを送信し、というよ
うにチェーンのすべての電話機がアップグレードされるまでこの作業が繰り返されます。ルー
ト電話機は完全な電話ファームウェアを構成するファイルに応じて異なる場合があることに注
意してください。
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Power Over Ethernet

インライン パワー対応スイッチを備えたデスクフォンを配置すると、これらのエンドポイント
は、イーサネット ネットワーク接続を介して電力を取得できます。これによって、外部電源およ
び壁面コンセントが不要になります。インライン パワー対応のスイッチに無停電電源装置

（UPS）を付けると、Power over Ethernet（PoE）対応の IP デスクフォンが電源障害の発生中も電力
を継続して受けることが保証されます。この電源障害の発生中にテレフォニー ネットワークの
残りの部分が使用可能であれば、IP Phone はコールの発信および受信を継続して行うことがで
きます。

デスクフォンのタイプおよび、デスクフォンとインライン パワー対応スイッチの両方でサポー
トされる PoE 規格により、場合によっては、インライン パワースイッチ ポートの電力バジェッ
トが超過することがあります。これは通常、キー拡張モジュールを取り付けたり、USB カメラな
どの電力消費アタッチメントを接続した場合に発生します。この場合、電話機に壁面コンセント
または外部電源を使用して電力を供給する必要があり、あるいは電源を供給するスイッチを
アップグレードする必要があります。

（注） Cisco Unified IP Phone は、アクセス スイッチからのインライン パワー、またはローカルの壁面コ
ンセントからの電源供給を使用することに加えて、Cisco Unified IP Phone パワー インジェクタ
による電源供給も可能です。Cisco Unified IP Phone パワー インジェクタを使用すると、インライ
ン パワーをサポートしない Cisco スイッチまたは Cisco 以外のスイッチに、Cisco Unified IP 
Phone を接続できます。Cisco Unified IP Phone パワー インジェクタは、ほとんどの Cisco Unified 
IP Phone と互換性があります。Cisco Unified IP Phone パワー インジェクタは、2 つの 10/100/1000 
Base-T イーサネット ポートを備えています。一方のイーサネット ポートをスイッチのアクセス 
ポートに接続し、もう一方を Cisco Unified IP Phone に接続します。

Quality of Service

ネットワークレベルの Quality of Service（QoS）を設定すると、Cisco Unified IP Phone 7900、8800、
DX シリーズなどのシスコ デスク フォンが信頼され、そのパケット マーキングが尊重されます。
このエンドポイントは、デフォルトで、音声メディアおよびシグナリング パケットに対して適切
なレイヤ 3 値（音声メディアは DSCP 46 または PHB EF、コール シグナリングは DSCP 24 または 
PHB CS3）でマーキングを行います。これは、コンバージド ネットワーク上のエンドツーエンド
の音声品質を確保するためであり、適切な音声メディアおよびシグナリング マーキングに関す
るシスコの QoS 推奨事項と一致します。多くのシスコのデスクフォンがデスクトップ コン
ピュータの接続をサポートしますが、シスコのデスクフォンは、音声およびデータ トラフィック
を分離し、音声トラフィックを音声 VLAN に配置し、デスクトップからのデータ トラフィック
をデータ VLAN に配置することができます。これにより、ネットワークが信頼性を電話機まで拡
張します。ただ、電話機の PC ポートまでではありません。ただし、デスクトップ コンピュータと
接続せずに音声トラフィックとデータ トラフィックの両方を生成可能な Cisco DX シリーズ エ
ンドポイントのような多目的デバイスでは、音声トラフィックとデータ トラフィックの両方が
同じ VLAN を通過します。このような場合、デバイスが音声またはデータ VLAN に接続されて
いても、これらのデバイスに信頼性を拡張することは得策でない可能性があります。代わりに、
ポートおよびプロトコルに基づいてトラフィックを再マーキングすると、すべてのトラフィッ
クが通過する VLAN に関係なく適切にマーキングされるようになります。

Cisco DX シリーズなどの多目的デバイスによって生成される可能性があるデータ トラフィッ
ク量やリアルタイムの音声およびビデオ トラフィックに悪影響を及ぼす可能性が懸念される導
入では、これらのデバイスをデータ VLAN または個別の VLAN に導入する必要があります。こ
れにより、音声とビデオ専用デバイスのコール品質に影響する不安が軽減されます。さらに、
ポートおよびプロトコルに基づいたパケットの再マーキングでは、多目的デバイスによって生
成されるリアルタイム トラフィックに対してプライオリティ処理が VLAN 内で引き続き提供
されます。
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（注） 多くの Cisco デスクフォンで Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
（LLDP-MED）がサポートされますが、これは VLAN および Power over Ethernet ネゴシエーショ
ンのためにのみ行われます。Cisco Unified IP Phone では、LLDP-MED によって提供される DSCP 
および CoS マーキングは受け入れられません。

SRST と拡張 SRST

低速な、または信頼できない WAN リンクにより集中型呼処理プラットフォームから隔てられた
支社のロケーションに Cisco デスク フォンを展開する場合、ローカル呼処理の冗長化を検討す
ることが重要です。各支社ロケーションの Cisco IOS ルータ上で Survivable Remote Site Telephony

（SRST）または拡張 SRST を使用することで、集中型呼処理プラットフォームへの接続が失われ
た場合でもデスクフォンのエンドポイントの基本的な IP テレフォニー サービスは維持できま
す。ただし、デバイスが SRST に登録された場合に使用可能な一連の対ユーザ機能は、電話が 
Unified CM に登録された場合よりもずっと少なくなります。

リモート エンタープライズ接続の保護

Cisco デスクトップフォンは、VPN または VPN-less ソリューションを使用してリモート ロケー
ションから企業ネットワークに安全に接続できます。

VPN ベース接続の場合、エンタープライズ エッジに Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）ま
たは他の VPN ヘッドエンド コンセントレータへの安全な VPN トンネルを作成する VPN ルー
タの後ろにデスクトップフォンを配置することができます。また、一部の電話機モデルは、PC ま
たはデータ トラフィックではなく、デバイスの音声トラフィック（メディアおよびシグナリン
グ）に対して電話機内で VPN 接続を提供するネイティブの内蔵 VPN クライアントをサポートし
ます。この場合、電話機は社内の Cisco ASA への安全な VPN トンネルを作成します。ネイティブ
の組み込み VPN クライアントは、Cisco Unified IP Phone 7945、7965、および 7975 のほか、8800 シ
リーズの電話機を含む特定の電話機モデルでのみサポートされます。Cisco Unified IP Phone の内
蔵 VPN の詳細については、次のサイトで入手可能な 新バージョンの『Security Guide for Cisco 
Unified Communications Manager』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager
-callmanager/products-maintenance-guides-list.html

（注） 7800 シリーズは、組み込み VPN をサポートしません。また、7800 シリーズは、ファームウェア 
バージョン 11.0(1) 以降と Expressway X8.7 以降のバージョンの Expressway Mobile and Remote 
Access をサポートします。

Cisco IP Phone 7800 シリーズ、IP Phone 8800 シリーズ、および DX シリーズ エンドポイントは、
Cisco Expressway ソリューションのモバイルおよびリモート アクセス機能を利用できます。この
ファイアウォール トラバーサル ソリューションは、Cisco Expressway-E サーバおよび 
Expressway-C サーバによって規定されているように、音声通話とビデオ通話の Unified CM 呼制
御への登録をエンタープライズへの TLS リバース プロキシ接続に依存します。Cisco Expressway 
ソリューションのモバイルおよびリモート アクセス機能の詳細については、次の Web サイトの
ソリューション情報および製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/expressway-series/index.html
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インテリジェント プロキシミティ

インテリジェント プロキシミティは、シスコ ハードウェア エンドポイントとモバイル デバイス
間のプロキシミティベースの接続を利用する機能を意味します。

Cisco DX シリーズと一部の 8800 シリーズ エンドポイント上で使用可能な Intelligent Proximity 
for Mobile Voice 機能は、DX または 8800 エンドポイントとセルラーまたはスマートフォン間の 
Bluetooth ペアリングの使用に依存します。

Bluetooth でペアリングされたモバイル デバイスは、次の 2 つの機能を呼び出すことができます。

• DX シリーズ、8845、8851、8861、または 8865 IP エンドポイントのスピーカーまたはハンド
セット経由でセルラー終端コールの音声を送信可能なハンズフリー音声。セルラー終端コー
ルの音声再生は、DX、8845、8851、8861、または 8865 とモバイル デバイス間で移動できます。
加えて、8845、8851、8865、または DX シリーズ エンドポイントでは Bluetooth でペアリング
されたモバイル デバイスが別の回線として認識されるため、Bluetooth でペアリングされた
モバイル デバイス上のセルラー コールは DX または 8800 IP エンドポイントを使用して発
信できます。

• DX シリーズ、8845、8851、8861、または 8865 エンドポイントと、モバイル デバイス連絡先お
よび通話履歴共有を共有する機能を提供する、モバイル連絡先および通話履歴共有。

Intelligent Proximity for Mobile Voice は Bluetooth ペアリングに依存しているため、モバイル デバ
イス上でアプリケーションまたはクライアントを実行する必要がありません。すべての通信と
相互作用が標準ベースの Bluetooth インターフェイス経由で発生します。

DX シリーズ エンドポイントと 8845、8851、8861、および 8865 IP フォン上の Intelligent Proximity 
for Mobile Voice 機能セットは、シングル ナンバー リーチ（SNR）、リモート接続先とデスク フォ
ン ピックアップ、2 段階エンタープライズ ダイヤリング、およびモバイル ボイスメール回避を含
む、Unified Mobility 機能セットと互換性があります。8845、8851、8861、および 8865 IP フォンの場
合は、Intelligent Proximity for Mobile Voice が Cisco Jabber モバイル クライアントと互換性があり
ます。モバイル デバイス上で実行中の Jabber クライアントが 8845、8851、8861、または 8865 IP 
フォンとペアリングされている場合は、Jabber コールの音声部分が 8845、8851、8861、または 
8865 のハンドセットまたはスピーカーを使用して再生されるのに対して、コールのビデオ部分
は引き続き Jabber モバイル クライアント上で再生されます。DX シリーズ エンドポイントの場
合、Intelligent Proximity for Mobile Voice 機能は、Bluetooth でペアリングされた Jabber を実行して
いるモバイル デバイスのセルラー回線のみに制限されます。

DX シリーズと一部の 8800 シリーズ エンドポイント上の Intelligent Proximity for Mobile Voice 機
能セットには、ファームウェア バージョン 10.1.1 以降が必要です。

（注） Cisco IP Phone 8800 シリーズ ファームウェア バージョン 11.0(1) 以降の 8845、8851、8861、および 
8865 電話機は、Cisco VoIP ネットワーク経由のインポートされたスマートフォン連絡先へのダ
イヤリングを許可する Cisco Unified CM アプリケーション ダイヤル ルールをサポートします。

Intelligent Proximity for Mobile Voice の詳細については、Cisco DX シリーズおよび 8800 シリーズ 
エンドポイントの製品マニュアルと、以下のリンク先ページに記載されている情報を参照して
ください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/intelligent-proximity.html
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ビデオ エンドポイント
Cisco ビデオ エンドポイントは、IP 音声テレフォニーと同じような機能を IP 音声テレフォニー
に提供し、ユーザがポイント ツー ポイントおよびポイントツーマルチポイントのビデオ コール
ができるようになります。シスコでは、次のビデオ対応エンドポイントを提供します。

• Cisco Jabber for Windows などの Cisco Jabber ソフトウェア ベース デスクトップ クライア
ント

• カメラ内蔵 Cisco Unified IP Phone 8800 シリーズ（8845 または 8865）

• カメラ内蔵 Cisco DX シリーズ

• Cisco TelePresence System EX、MX、SX、および IX シリーズ

• Cisco Spark Room Kit シリーズ

シスコのビデオ エンドポイントは、組織内のどこにおいても、すべてのユーザおよび環境に高品
質ビデオを提供します。シスコのビデオ エンドポイントは、サポートする機能、ハードウェアの
画面サイズ、およびエンドポイントが配置される環境に基づいて複数のファミリに分類されま
す。ここでは、シスコ ビデオ エンドポイントのファミリをパーソナル、多目的、およびイマーシ
ブ エンドポイントのグループに分類します。

パーソナル ビデオ エンドポイント

パーソナル ビデオ エンドポイントは、パーソナル ワークスペースに高品質で対面型のビデオ通
話エクスペリエンスを提供します。

Cisco Jabber デスクトップ ビデオ

Cisco Jabber for Windows などの Cisco Jabber ソフトウェアベース デスクトップ クライアントは、
組み込みカメラまたは USB で接続されたカメラを持つデスクトップ コンピュータで実行する
と、ビデオの送受信が行えます。これらのビデオ対応ソフトウェア ベースのエンドポイントは、
Unified CM 呼制御で登録および通信を行い、SIP の単一回線の音声とビデオ対応の電話機として
動作します。これらのエンドポイントは、Unified CM によってプライマリおよびバックアップの
登録の冗長性メカニズムをサポートします。Cisco Jabber ソフトウェア ベースのエンドポイント
は、インストールされているコンピュータ上のビデオを処理します。デコーディングとエンコー
ディングの品質は、コンピュータの CPU とメモリ リソースの可用性によって決まります。

Cisco Jabber デスクトップ デスクトップの詳細については、ソフトウェアベースのエンドポイン
ト（8-24 ページ）を参照してください。

Windows 用の Cisco Jabber のビデオ機能の詳細については、次の Web サイトで入手可能なデー
タ シートおよび製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-windows/index.html
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Cisco IP Phone 8800 シリーズ

このシリーズに含まれる一部のモデル、特に、8845 と 8865 は、内蔵のビデオ カメラで HD 720p 
をサポートします。8845 と 8865 の主な違いは、8865 はオンボード USB ポート経由でスマート
フォンやタブレットの充電もサポートすることです。また、8865 は、 大 3 つのキー拡張モ
ジュールをサポートします。通常、8845 と 8865 は、コール保留、コール転送、自動転送などのエン
タープライズ IP テレフォニー機能と一緒に内蔵ビデオ体験を提供します。これらのエンドポイ
ントでは、シスコの呼処理プラットフォームで登録および通信するための SIP シグナリング プ
ロトコルをサポートします。

Cisco IP Phone 8800 シリーズの詳細については、次の URL でデータ シートとマニュアルを参照
してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ind
ex.html

Cisco DX シリーズ

Cisco DX シリーズ エンドポイントは、内蔵の前面カメラを使ってビデオを送信できます。これ
らのエンドポイントは、さまざまなビデオ解像度とフレーム レートで画面にビデオをネイティ
ブに受信したり、表示したりできます。これらの電話機のビデオ機能は、シスコの呼制御プラッ
トフォーム設定ページから、必要に応じて有効化、無効化、または調整できます。

これらのデバイスは SIP シグナリング プロトコルを使用して Unified CM で登録および通信を
行います。

Cisco DX シリーズのビデオ機能の詳細については、次の URL で入手可能なデータ シートと製品
マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience
-dx600-series/index.html

Cisco TelePresence System EX90

Cisco TelePresence System EX90 ビデオ エンドポイントは、パーソナル デスクトップ ソリュー
ションを、フル高解像度（HD）ビデオ コールと、コンテンツ シェアリングなどの追加機能をサ
ポートすることによって次のレベルのエクスペリエンスに高めます。EX90 には、参加者を Cisco 
TelePresence コールに追加する機能を提供するマルチサイト機能をサポートする大きい画面と、
コンテンツ共有用のデュアル ディスプレイが備わっています。

Cisco TelePresence System EX90 ビデオ エンドポイントは、SIP シグナリング プロトコルを使用
して Unified CM に登録して通信します。

Cisco TelePresence EX90 ビデオ エンドポイントの詳細については、次の URL で入手可能なデー
タ シートと製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-system-ex-series/in
dex.html

多目的ビデオ エンドポイント

多目的ビデオ エンドポイントを使用すると、どのような規模の会議室でも、高品質なポイント
ツーポイントまたはマルチポイントのビデオ コラボレーションとコンテンツ共有を提供するこ
とで、テレプレゼンス ルームとして使用することができます。
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Cisco TelePresence System MX シリーズ

MX シリーズの Cisco TelePresence エンドポイントは、多目的ルーム システムに分類される高度
に統合されたコラボレーション ルーム システムを提供します。これらのビデオ エンドポイント
は使用しやすく、容易にインストールでき、プレゼンテーション中にビデオ コールとコンテンツ
共有を提供します。これらはコスト効率の良いエンドポイントであり、どのような部屋や既存の
会議スペースでも、フルハイデフィニション（HD）ビデオ コールを提供することで、多目的会議
室に転換できます。MX シリーズには次の 4 種類があります。

• MX800 は、シングルまたはデュアル 70 インチ画面内蔵 TelePresence システムです。

• MX700 は、デュアル 55 インチ画面内蔵 TelePresence システムです。

• MX300 G2 は、55 インチ画面内蔵 TelePresence システムです。

• MX200 G2 は、42 インチ画面内蔵 TelePresence システムです。

これらのエンドポイントは SIP シグナリング プロトコルを使用して Unified CM に登録されます。

Cisco TelePresence System MX シリーズ ビデオ エンドポイントの詳細については、次の Web サイ
トで入手可能なデータ シートおよび製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/index.html

Cisco TelePresence SX シリーズ

Cisco TelePresence SX シリーズは、任意のフラットパネル ディスプレイを強力な Cisco 
TelePresence システムに変換する柔軟なインテグレータです。SX シリーズ ビデオ エンドポイン
トは、HD ビデオとマルチパーティ会議用に設計されており、さまざまな部屋のサイズに柔軟に
対応します。これは、小規模から中規模の企業や、コスト効率の良い TelePresence 対応の会議室の
ソリューションを探している企業にとって理想的なソリューションです。SX シリーズ ビデオ 
エンドポイントは次のオプションを備えています。

• SX10 は、カメラが内蔵されたオールインワン システム コーデックです。

• SX20 は、3 つのカメラ オプションの 1 つを備えたコーデックであり、1 つの Cisco 
TelePresence コールで 大 3人の参加者を追加できるマルチサイト機能をサポートします。

• SX80 は、さまざまなカメラとタッチパネル オプションをサポートするインテグレータ パッ
ケージを含むコーデックです。

これらのエンドポイントは SIP シグナリング プロトコルを使用して Unified CM に登録されます。

Cisco TelePresence SX シリーズ ビデオ エンドポイントの詳細については、次の URL で入手可能
なデータ シートと製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/ind
ex.html

Cisco Spark Room シリーズ

Cisco Spark Room シリーズ エンドポイントには、どんな部屋や既存の会議スペースでも多目的
会議室に変換できる高度に統合されたコラボレーション ルーム システムと、任意のフラットパ
ネル ディスプレイを強力な Cisco TelePresence システムに変換できる柔軟なインテグレータの
両方が組み込まれています。Cisco Spark Room シリーズ ビデオ エンドポイントは 4K の超高解像
度ビデオと画面共有およびマルチパーティ会議用に設計されており、さまざまな部屋のサイズ
に柔軟に対応します。
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Cisco Spark Room シリーズには 4 つのバリエーションがあります。

• Cisco Spark Room Kit は、カメラが内蔵されたオールインワン システム コーデックです。

• Cisco Spark Room Kit Plus は、それぞれが独立したコーデックを使用するクアッド カメラ シ
ステムです。

• Cisco Spark Room 55 は、55 インチ画面が統合された TelePresence システムです。

• Cisco Spark Room 70 は、70 インチのシングルまたはデュアル画面が統合された TelePresence 
システムです。

これらのエンドポイントは、Cisco Unified CM（SIP シグナリング プロトコルを使用する場合）ま
たは Cisco Collaboration Cloud（HTTPS を使用する場合）に登録されます。

Cisco Spark Room シリーズ ビデオ エンドポイントの詳細については、次の URL で入手可能な
データ シートと製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/spark-room-series/index.html

イマーシブ ビデオ エンドポイント

イマーシブ ビデオ エンドポイントを使用して、可能な限り 適な対面テレプレゼンス ビデオ コ
ラボレーションを行うことができます。ここでは、さまざまな場所に居る出席者がまるで同じ部
屋にいるかのように感じます。

Cisco TelePresence IX5000 シリーズ

Cisco TelePresence IX5000 シリーズは、業界初の H.265 3 画面 TelePresence システムを使用した
「対面式」コラボレーションの水準を高めます。このイマーシブ システムは、使いやすいだけでな
く、設定も非常に簡単です。このシステムには、1 列 6 シート IX5000 システムと 2 列 18 シート 
IX5200 システムの 2 種類があります。これらのシステムは、3 つの同時高解像度（1080p、60 fps）
ビデオ ストリームと 2 つのコンテンツ シェアリング ストリーム（1080p、30 fps）を配信できま
す。これらのエンドポイントは SIP シグナリング プロトコルを使用して Unified CM に登録され
ます。

Cisco TelePresence IX5000 シリーズ イマーシブ ビデオ システムの詳細については、次の URL で
入手可能なデータ シートと製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ix5000-series/index.html

ビデオ エンドポイントの配置に関する一般的な考慮事項

次の項では、ビデオ エンドポイントを配置するための重要な設計上の考慮事項について説明し
ます。
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Quality of Service

ネットワークレベルの Quality of Service（QoS）を設定すると、シスコ ビデオ エンドポイント
（Cisco DX シリーズと Cisco TelePresence System デバイスを含む）の多くが音声およびビデオ パ
ケット マーキング（音声メディアは DSCP 46 または PHB EF、デスクトップ ビデオ メディアは 
DSCP 34 または PHB AF41、テレプレゼンス ビデオ メディアは DSCP 32 または PHB CS4、コー
ル シグナリングは DSCP 24 または PHB CS3）に関連したシスコ汎用 QoS ガイドラインに従って
レイヤ 3 でトラフィックをマーキングするため、これらのデバイスは信頼できます。Cisco DX シ
リーズ デバイスを含むパーソナル デスクトップ ビデオ エンドポイントの場合は、音声メディア 
パケットとビデオ メディア パケットの両方が DSCP 34 または PHB AF41 とマーキングされ、ビ
デオ コール中のリップシンクが維持されます。

適切なネットワーク QoS 設定は不可欠ですが、エンドポイントのマーキングが信頼される場合
でも、ネットワーク上に十分な帯域幅が用意されていることを確認し、ネットワーク ベースのポ
リシングとレート制限を使用して、すべてのエンドポイントが必要以上のネットワーク帯域幅
を消費しないようにすることをお勧めします。ソフトウェア ベースのビデオ対応エンドポイン
トは、トラフィックを適切にマークしない、またはマークできない場合の課題になります。この
場合、一般的なガイダンスは、プロトコルまたはポート番号に基づいて、ネットワーク内のメ
ディアおよびシグナリング トラフィックを、ベスト エフォートから適切な推奨値（音声メディ
アは DSCP 46 または PHB EF、ビデオ コールに対するデスクトップ ビデオおよび音声メディア
は DSCP 34 または PHB AF41、テレプレゼンス ビデオ メディアは DSCP 32 または PHB CS4、
コール シグナリングは DSCP 24 または PHB CS3 として）に再マークすることです。

ソフトウェア ベースの Cisco Jabber for Windows の場合、Microsoft Windows グループ ポリシーを
使用して、音声およびビデオ メディア ソース ポート番号に基づき、該当するレイヤ 3 DSCP QoS 
マーキングを音声およびビデオ ストリームに適用できます。

Microsoft Windows グループ ポリシーを使用した Cisco Jabber for Windows QoS の詳細について
は、次の URL で入手可能な 新バージョンの『On-Premises Deployment for Cisco Jabber』で 
Quality of Service 設定に関する情報を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installat
ion-guides-list.html

（注） 一部のシスコのビデオ対応エンドポイントで Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint 
Devices（LLDP-MED）がサポートされていますが、これは VLAN および Power over Ethernet ネゴ
シエーションのためにのみ行われます。Cisco ビデオ エンドポイントでは、LLDP-MED によって
提供される DSCP および CoS マーキングは受け入れられません。

ビデオ エンドポイント ネットワーク帯域幅の消費と、QoS のマーキングおよび分類の詳細につ
いては、WAN の Quality of Service（QoS）（3-39 ページ）の当該項を参照してください。

VLAN 間ルーティング

音声 VLAN とデータ VLAN を分離したネットワークでビデオ エンドポイントを配置する場合
は、ソフトウェア ベースのビデオ対応エンドポイント、およびリソースにアクセスする必要があ
るハードウェア ベースのビデオ エンドポイントを考慮することが重要です。デスクトップ コン
ピュータで実行されるソフトウェア ベースのエンドポイントがデータ VLAN に主に接続され
るため、VLAN 間ルーティングでは、データ VLAN 上のこれらのエンドポイントから音声トラ
フィックを音声 VLAN 上のエンドポイントに到達できるように設定および許可される必要があ
ります。同様に、Cisco TelePresence System エンドポイントなどのハードウェア ベースのビデオ 
エンドポイントが、データ VLAN 上に配置されるディレクトリや管理サービスなどのネット
ワーク リソースにアクセスする必要がある場合、VLAN 間ルーティングを許可する必要があり
ます。
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SRST と拡張 SRST

低速と信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離された支社ロケー
ションにビデオ エンドポイントを配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考慮することが
重要です。各支社ロケーションの Cisco IOS ルータ上で SRST または拡張 SRST を配置すること
で、集中型呼処理プラットフォームへの接続が失われた場合でもほとんどのビデオ エンドポイ
ントの基本的な IP テレフォニー サービスは維持できます。使用可能なユーザ機能セットは、ア
プリケーションが Unified CM に登録されている場合に比べ、ビデオ エンドポイントが SRST に
登録されている場合は少なくなります。具体的には、SRST に登録されたビデオ エンドポイント 
デバイスは音声コールのみ（音声のみ）を送受信できます。SRST は、Cisco TelePresence System ビ
デオ エンドポイントではサポートされません。ただし、電話機ロード ファームウェア 9.4.1 以降
を使用する Cisco IOS リリース 15.3(3)M 以降の Enhanced SRST は、WAN 障害時の一部のビデオ 
エンドポイントによるビデオ コールの発信と受信をサポートします。さまざまな電話機モデル
の拡張 SRST ビデオ サポートの詳細については、次の Web サイトの Cisco Unified IP Phone マ
ニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/

リモート エンタープライズ接続の保護

Cisco ビデオ エンドポイントは、VPN または VPN-less ソリューションを使用してリモート ロ
ケーションから企業ネットワークに安全に接続できます。

VPN ベース接続の場合、エンタープライズ エッジに Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）ま
たは他の VPN ヘッドエンド コンセントレータへの安全な VPN トンネルを作成する VPN ルー
タの後ろにすべてのビデオ エンドポイントを配置することができます。加えて、Cisco Unified IP 
Phone 8800 シリーズは、VPN ルータを使用することなく、音声トラフィックとビデオ トラ
フィック（メディアとシグナリング）に対して電話機内部の VPN 接続を提供する、ネイティブの
組み込み VPN クライアントをサポートします。

VPN-less 接続の場合は、TC ファームウェアを実行している Cisco TelePresence エンドポイント
（EX、MX、C、および SX シリーズ エンドポイント）だけでなく、DX シリーズ エンドポイントも 

Cisco Expressway ソリューションのモバイルおよびリモート アクセス機能を利用できます。この
ファイアウォール トラバーサル ソリューションは、Cisco Expressway-E サーバおよび 
Expressway-C サーバによって規定されているように、音声通話とビデオ通話の Unified CM 呼制
御への登録をエンタープライズへの TLS リバース プロキシ接続に依存します。Cisco Expressway 
ソリューションのモバイルおよびリモート アクセス機能の詳細については、次の Web サイトの
ソリューション情報および製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/expressway-series/index.html

インテリジェント プロキシミティ

前述したように、インテリジェント プロキシミティは、シスコ ハードウェア エンドポイントと
モバイル デバイス間のプロキシミティベースの接続を利用する機能を意味します。

Cisco IP Phone 8800 シリーズまたは Cisco DX シリーズ上で使用可能な Intelligent Proximity for 
Mobile Voice 機能は、DX エンドポイントとセルラーまたはスマートフォン間の Bluetooth ペアリ
ングに依存し、ハンズフリーの音声/モバイル連絡先および通話履歴共有を可能にします。

インテリジェント プロキシミティと Bluetooth ペアリングの詳細については、インテリジェント 
プロキシミティ（8-15 ページ）を参照してください。
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ビデオの相互運用性

ビデオの相互運用性とは、Cisco TelePresence System ビデオ エンドポイント、他の Cisco 
Collaboration ビデオ エンドポイント、およびサードパーティ製ビデオ エンドポイント間でポイ
ントツーポイント コールの音声とビデオをサポートすることです。以前は、異なるファミリのビ
デオ エンドポイント間におけるビデオの相互運用性は、ビデオ トランスコーダやマルチポイン
ト コントロール ユニット（MCU）などのビデオ コンポーネントをエンドポイントの間に挿入し
た場合にのみ実現できました。

Cisco Unified CM は、異なるエンドポイント ファミリ タイプ間のネイティブ ビデオの相互運用
性が提供されるだけでなく、SIP および H.323 プロトコルでの H.264 コーデック ネゴシエーショ
ンによってビデオの相互運用性が全体的に向上し、利用可能な場合は高品位（HD）解像度をエン
ドポイントでネゴシエートできるようになりました。ただし、ビデオの相互運用性は相互運用を
サポートするエンドポイントによって異なります。

Unified CM のビデオの相互運用性により、Cisco TelePresence System ビデオ エンドポイントはビ
デオ以外のエンドポイントと通信できます。ただし、インストールされているファームウェアで
そのような相互運用性がサポートされている場合に限ります。詳細については、次の Web サイト
で入手可能な『Cisco TelePresence Interoperability Database』を参照してください。

https://tp-tools-web01.cisco.com/start/

また、Cisco Unified CM には、Unified CM 以外のコール エージェントとの相互運用性を強化する
ためのサポートが提供されています。スクリプトを使用して、Unified CM は次の機能をサポート
します。

• SIP 透過性：既知および未知のメッセージ コンポーネントをパススルーすることが可能

• SIP の正規化：着信および発信 SIP メッセージおよびコンテンツ本文の変換

このビデオ相互運用性サポートの主な目的は、他の方法で必要になる高価なハードウェア ベー
スの DSP インフラストラクチャを配置することなく、さまざまなエンドポイントの相互作用を
促進することです。高度な会議およびトランスコーディング リソースを使用することによって、
さらに利益を得ることができます（たとえば、マルチ ポイント会議の参加者がアクティブなス
ピーカーを観ることができるアクティブ プレゼンスなど）。ただし、目的の機能セットとビデオ 
コールのニーズによって、それらの高度なリソースが必要になる条件と場所が決定されます。

次の項では、ビデオの相互運用性の使用に関する一般的な考慮事項と推奨事項を示します。

• ビデオの相互運用性アーキテクチャ（8-22 ページ）

• ビデオの相互運用性に関する設計上の考慮事項（8-23 ページ）

ビデオの相互運用性アーキテクチャ

ビデオの相互運用性アーキテクチャには、次の要素が含まれます。

• Cisco Unified CM で使用可能なビデオ相互運用性サポート

• ビデオ コールに参加している 2 種類のビデオ エンドポイント ファミリ タイプ（Cisco 
TelePresence System ビデオ エンドポイント、Cisco DX80 などのその他の Cisco Collaboration 
ビデオ エンドポイント、またはサードパーティ エンドポイント）

次の項では、ビデオの相互運用性サポートの範囲について詳しく説明します。

• ビデオの相互運用性のテスト ケース（8-23 ページ）

• ビデオの相互運用性の制限（8-23 ページ）
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ビデオの相互運用性のテスト ケース

ほとんどの場合、独自のシグナリングを使用せずに SIP または H.323 をサポートするビデオ エ
ンドポイントは、ビデオの相互運用性をサポートする Cisco Collaboration ビデオ エンドポイント
と相互運用できます。導入されたデバイスの共通セット間の相互運用性の範囲に関する特定の
情報と、相互運用性のより一般的な例を検証するために実施されたテストに関する一般情報に
ついては、次の URL で入手可能な Cisco Collaboration System のマニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/unified/communications/syste
m/ucstart.html

ビデオの相互運用性の制限

ビデオの相互運用性のサポートでは、任意間のポイントツーポイント ビデオ コールの相互運用
性を実現しようとしますが、別のエンドポイントと相互運用するときに、個々のビデオ エンドポ
イントのすべての機能がサポートされるとは限りません。これにはさまざまな理由があります。
たとえば、異なる呼制御プロトコル間の非互換性は、機能の使用不能や別の表示につながる可能
性があります。別の例として、H.264 ビデオ メディア パラメータは、H.323 では SIP と異なる表現
になることがあります。また、H.323 ではプレゼンスがサポートされませんが、SIP ではプレゼン
スは一般的にサポートされています。Skinny Client Control Protocol（SCCP）には、SIP および 
H.323 のエンドポイント実装で一般的に利用可能なアプリケーション共有の概念がありません。
たとえば、PC 画面を共有しようとしている SCCP ユーザはその操作を阻止されます。これは、
SCCP で Binary Flow Control Protocol（BFCP）と H.239 が使用できないためです。

ビデオの相互運用性に関する設計上の考慮事項

Unified CM のビデオの相互運用性機能を実装するときに、次の領域を考慮する必要があります。

• ビデオの相互運用性に関するガイドラインと制約事項（8-23 ページ）

• ビデオの相互運用性のための Quality of Service（QoS）とコール アドミッション制御に関す
る考慮事項（8-24 ページ）

ビデオの相互運用性に関するガイドラインと制約事項

Unified CM 配置におけるビデオの相互運用性に関しては、次のガイドラインと制約事項が適用
されます。

• H.323 または SCCP プロトコルをビデオの相互運用性と併用する場合は、Unified CM によっ
て単一の H.264 ペイロードのみがサポートされ、パケット化モードは 0 として処理されま
す。この状況の副次的な影響（1 つだけではありません）の例として、1080p 解像度にはパケッ
ト化モード 1 が必要になるため、これらのプロトコルでは 1080p を利用できないということ
があります。

• ビデオの相互運用性コールに参加している H.323 または SCCP エンドポイントによって複
数のペイロードが提示される場合、Unified CM ではコーデック プロファイルが も低いペ
イロードのみが使用されます。これにより、サポートされている 高の解像度より低い解像
度がコールに選択される可能性があります。

• SIP エンドポイントでセッション記述プロトコル（SDP）の level-asymmetry-allowed パラ
メータが省略されると、シスコ製品はエンドポイントが非対称の解像度送信をサポートでき
ると想定します。したがって、受信側と送信側で異なるビデオ解像度もコール中にネゴシ
エートできます。
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• Unified CM で SIP と H.323 によるプロトコル インターワーキングが実行されている間に
コールをビデオの相互運用性で処理する場合、H.323 ビデオ エンドポイントは SIP 側で指定
されたダイナミック ペイロード番号を受け入れます。つまり、別のペイロードへの再ネゴシ
エーションはサポートされません。

• ビデオ コールによってメディア ターミネーション ポイント（MTP）またはトランスコーダ
が呼び出された場合、Unified CM は Real-Time Transport Control Protocol（RTCP）のフィード
バックをネゴシエートしません。

ビデオの相互運用性のための Quality of Service（QoS）とコール アドミッション制御に関する考慮事項

ビデオの相互運用性がサポートされても、Unified CM のリージョンとロケーションの設定に変
更はありません。ただし、リージョンはエンドポイントのグループ間の解像度を決定するときに
重要な役割を果たし、これらのデバイスで相互運用時に使用される解像度の 大化または 小
化に使用できます。リージョン設定の [ビデオ コールの 大ビットレート（Max Video Call Bit 
Rate）] フィールドは、帯域幅およびエンドポイントがネゴシエートできる解像度を決定するた
めに使用されます。

ネイティブ ビデオの相互運用性による QoS とコール アドミッション制御の詳細については、ビ
デオの展開に関するコール アドミッション制御の設計上の推奨事項（13-85 ページ）の項を参照
してください。

ソフトウェアベースのエンドポイント
ソフトウェア ベースのエンドポイントは、音声およびビデオ サービスのシスコの呼処理プラッ
トフォームで登録および通信するクライアント デスクトップ コンピュータにインストールさ
れたアプリケーションです。また、これらのエンドポイントのソフトウェア クライアント アプ
リケーションは、メッセージング、プレゼンス、ディレクトリ アクセスや会議などのコラボレー
ション機能およびサービスを提供することがあります。ソフトウェアベースのエンドポイント 
デスクトップ クライアント アプリケーションには、Cisco IP Communicator と Cisco Jabber が含
まれます。

Cisco IP Communicator
Cisco IP Communicator は、デスクトップ コンピュータにエンタープライズ IP Phone の機能を提供
する Microsoft Windows ベースのアプリケーションです。このアプリケーションは、リモート ユー
ザ、在宅勤務者、および他のモバイル ユーザにエンタープライズ クラスの IP ボイスコールを提供
します。Cisco IP Communicator は、Cisco 呼処理プラットフォームで登録および通信するための 
SCCP と SIP の両方のシグナリング プロトコルをサポートします。Cisco IP Communicator の詳細
については、次の Web サイトのデータ シートおよび製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-communicator/index.html
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Cisco Jabber デスクトップ クライアント

Cisco Jabber デスクトップ クライアントを使用して、音声、ビデオ、Web コラボレーション、ビ
ジュアル ボイス メールなどのコラボレーション サービスをソフトウェア ベースのデスクトッ
プ アプリケーションに統合できます。Cisco Jabber では、デスクトップ アプリケーションのユー
ザは、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）、Cisco IM and Presence、Cisco Unity 
Connection、Cisco WebEx、および Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）対応ディレクトリ
などのバック エンドのコラボレーション アプリケーション サーバによって提供されるさまざ
まな通信およびコラボレーション サービスにアクセスできます。Cisco Jabber は、オンプレミス
の Cisco IM and Presence または Cisco WebEx Messenger クラウド サービスのいずれかにより提
供される IM およびプレゼンス機能を利用できます。

Cisco Jabber デスクトップ クライアントのアーキテクチャ 

Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac は、インスタント メッセージング、プレゼンス、
音声、ビデオ、Web コラボレーション、ビジュアル ボイスメールなど、さまざまなシスコ コラボ
レーション機能を提供するために、共通インターフェイスを使用します。この共通インターフェ
イスによって、単純化されたクライアント インターフェイスと、次の基本となるコミュニケー
ション サービスへのアクセスが提供されます。

• Unified CM からの音声およびビデオ ソフトフォン クライアント用 SIP ベースの呼制御

• Unified CM の CTI インターフェイスからのデスクフォンの呼制御と「クリック通話」サー
ビス

• ソフトフォン クライアントの音声およびビデオ メディアの終端

• Cisco IM and Presence サービスまたは Cisco WebEx Messenger サービスのいずれかからの、
XMPP を使用したインスタント メッセージングおよびプレゼンス サービス。Cisco WebEx 
Meeting Center は、オンラインミーティングやイベントなどのホステッド コラボレーション 
サービスも提供します。

• スケジュールされた音声、ビデオ、および Web 会議サービスの参照

• ビデオ デスクトップ共有（BFCP）または WebEx デスクトップ共有のいずれかを使用したデ
スクトップ共有

• Internet Message Access Protocol（IMAP）または Representational State Transfer（REST）を使用
した Cisco Unity Connection からのビジュアル ボイスメール サービス

• Unified CM User Data Service（UDS ）、Microsoft Active Directory、およびその他のサポートさ
れている LDAP ディレクトリを使用したコンタクトの管理。クラウド ベース統合の場合は 
WebEx Messenger サービス

• ユーザのアベイラビリティ ステータスおよびメッセージング機能を Microsoft Outlook など
の Microsoft Office アプリケーションのユーザ インターフェイスで直接提供する Microsoft 
Office 統合

通信機能、サービスおよび API（図 8-2 を参照）は、Jabber Desktop Client がプロトコルの管理をこ
れらのサービスおよび API に対して行い、イベント通知を処理し、ローカル システム リソース
のための簡易的な接続ロジックを制御することを可能にします。導入☆のタイプによっては、一
部の機能がサポートされない場合があります。
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図 8-2 Cisco Jabber デスクトップ クライアントのアーキテクチャ

Jabber Desktop Client：インスタント メッセージングおよびプレゼンス サービス

Jabber クライアントのインスタント メッセージングおよびプレゼンス サービスは XMPP イン
ターフェイスを通じて提供されます。シスコでは、次の製品にインスタント メッセージングおよ
びプレゼンス サービスを提供します。

• Cisco IM and Presence

• WebEx Messenger サービス

インスタント メッセージングおよびプレゼンス サービスのために Cisco IM and Presence と 
WebEx Messenger サービスのどちらを選択するかは、多くの要素に依存しています。WebEx 
Messenger サービスで導入した場合、インターネットからアクセス可能なクラウドベースのサー
ビスを使用します。Cisco IM and Presence をベースとしたオンプレミスで導入した場合、管理者
が IM およびプレゼンスのプラットフォームを直接制御でき、SIP/SIMPLE を使用して他のプレ
ゼンス サービスに対するプレゼンス フェデレーションが可能になります。
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各 IM およびプレゼンスのプラットフォームでサポートされている機能の詳細については、次の
マニュアルを参照してください。

• Cisco IM and Presence

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unified-presence/index.html

• WebEx Messenger サービス

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/webex-messenger/index.html

Jabber Desktop Client：呼制御

Cisco Jabber Desktop Client は、2 種類の呼制御モードいずれかで動作します。

• ソフト フォン モード：コンピュータ上で音声とビデオを使用

Jabber Desktop Client がソフトフォン モードの場合、音声およびビデオ呼制御可能な SIP エ
ンドポイントとして Unified CM に直接登録され、デバイス タイプ Client Services Framework 
として Unified CM で設定します。

• デスクフォン制御モード：音声（サポートされる場合、ビデオも）に Cisco IP Phone を使用

Jabber Desktop Client がデスクフォン制御モードの場合、SIP を使用して Unified CM に登録
されることはありませんが、Cisco Unified IP Phone を制御しながら CTI/JTAPI を使用して
コールの開始、モニタ、終了を行い、ライン ステートをモニタし、コール履歴を提供します。
各ユーザに関連付けられたデバイスのリストの取得には、Unified CM の Cisco CallManager 
Cisco IP Phone（CCMCIP）または UDS サービスが Jabber Desktop Client によって使用されま
す。デバイスのリストが、デスクフォン モードのクライアントが制御対象の Cisco IP Phone 
を選択するために使用されます。

ソフトフォン モード

Jabber Desktop Client は、ソフトフォン モードで動作している場合、Unified CM 上の SIP 回線側
登録デバイスで、登録の設定、冗長性、リージョン、ロケーション、ダイヤル プラン管理、認証、暗
号化、ユーザの関連付けなど、すべての呼制御機能と Cisco Unified IP Phone の機能を使用しま
す。Jabber Desktop Client は、ユーザに対して単一のライン アピアランスをサポートします。

Unified CM クラスタのサイジングの計算では、Jabber Desktop Client の SIP 登録デバイスは、その
他のあらゆる SIP 登録エンドポイントと同じく、正規の SIP エンドポイントとして考慮しなけれ
ばなりません。ソフトフォン モードの Jabber Desktop Client は、Unified CM への登録のデバイス
名を検出するために CCMCIP または UDS サービスを使用します。

デスクフォン制御モード

デスクフォン制御モードで動作している場合、Jabber Desktop Client は CTI/JTAPI を使用して、
Cisco Unified IP Phone を使用したコールの発信、モニタ、および受信の機能を提供します。この
モードでコールが受信または発信されると、音声パスが Cisco Unified IP Phone を通過します。ビ
デオ コールでは、ビデオ ストリームは Cisco IP Phone（カメラ付きの場合）または承認済みのカメ
ラを使用するコンピュータのいずれかで発信および終了できます。Jabber Desktop Client はユー
ザの関連付けられているデバイスを検出するために、Unified CM 上の CCMCIP または UDS サー
ビスを使用します。

Jabber Desktop Client のデスクフォン制御モードを使用する場合は、CTI のトラフィックを 
Unified CM 導入計算に組み入れてください。キャパシティ プランニングの詳細については、コラ
ボレーション ソリューション サイジング ガイダンス（25-1 ページ）の章参照してください。
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Jabber Desktop Client：音声、ビデオ、および Web 会議サービス

スケジュールされた会議サービスへのクライアントのアクセスは HTTP インターフェイス経由
で提供できます。シスコの音声、ビデオ、および Web ベースのスケジュール会議サービスは、クラ
ウドベースの WebEx Meeting Center サービスを使用するか、または音声およびビデオ会議サー
ビスと WebEx クラウドベース Web 会議サービスのオンプレミス WebEx Meeting Server の組み
合わせを使用して提供されます。WebEx Meeting Center の詳細については、次の Web サイトで入
手可能なマニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meeting-center/index.html

Jabber Desktop Client：コンタクトの管理

Jabber Desktop Client は、コンタクトの検索および情報に、次のコンタクト ソースのいずれかを
使用できます。

• User Data Service（UDS）を介した Cisco Unified CM User データベース

• LDAP directory integration

• WebEx Messenger サービス

コンタクトは、次のいずれかを使用して保存し、ローカルで取得できます。

• Jabber Desktop Client キャッシュ

• Microsoft Outlook などのローカルのアドレス帳とコンタクト リスト

Jabber Desktop Client は、電話取得に加え、逆番号ルックアップを使用して着信電話番号をマッピ
ングします。Jabber Desktop Client のコンタクト管理では、LDAP クエリーに定義する 大 5 個の
検索ベースを使用できます。

Cisco Unified CM ユーザ データ サービス（UDS）

UDS は Cisco Unified Communications Manager でのコンタクト検索サービスをクライアントに提
供します。Microsoft Active Directory または他の LDAP ディレクトリ ソースから Cisco Unified 
CM データベースにコンタクト データを同期させることができます。その後、クライアントはコ
ンタクト データを Unified CM から UDS REST インターフェイスを使用して直接取得できます。

ローカルの Unified CM ユーザ データベースから連絡先情報を取得する代わりの手段として、
UDS-to-LDAP Proxy 機能を使用することができます。UDS-to-LDAP Proxy では、コンタクト検索
は UDS により処理されますが、社内 LDAP ディレクトリにプロキシされ、UDS は結果を Jabber 
クライアントに戻します。これにより Jabber クライアントは、Unified CM データベースでサポー
トされている 大ユーザ数を超える社内ディレクトリを検索できます。

LDAP ディレクトリ

次のような多くの異なる要件を満たすように、社内 LDAP ディレクトリを設定できます。

• ユーザ プロビジョニング：ディレクトリ統合を使用して、Cisco Unified Communications 
Manager データベースに LDAP ディレクトリからユーザを自動的にプロビジョニングでき
ます。Cisco Unified CM は LDAP ディレクトリの内容と同期されるため、LDAP ディレクトリ
に変更が発生するたびに手動でユーザ情報の追加、削除、変更を行う必要はありません。

• ユーザ認証：LDAP ディレクトリのクレデンシャルを使用してユーザを認証できます。Cisco 
IM and Presence は、Cisco Unified Communications Manager からすべてのユーザ情報を同期し
てクライアント ユーザを認証します。

• ユーザ ルックアップ：LDAP ディレクトリの参照を有効にして、シスコのクライアントまた
はサードパーティの XMPP クライアントが LDAP ディレクトリで連絡先を検索できるよう
にします。
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WebEx ディレクトリ統合

WebEx ディレクトリ統合を実装するには WebEx 管理ツールを使用します。WebEx は WebEx 
Messenger サービスに企業ディレクトリ情報のカンマ区切り形式（CSV）ファイルをインポート
します。詳細については、次のサイトで入手可能な 新バージョンの『Cisco WebEx Messenger 
Administration Guide』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/webex-messenger/products-install
ation-guides-list.html

Jabber Desktop Client キャッシュ

Jabber Desktop Client は、ローカルのアドレス帳やコンタクト リストだけでなく、前のディレク
トリ照会から派生したコンタクト情報およびすでにリストされているコンタクトのローカル 
キャッシュを保持しています。コールのコンタクトがすでにキャッシュに存在する場合、Jabber 
Desktop Client はディレクトリを検索しません。コンタクトがキャッシュに存在しない場合、
Jabber Desktop Client は、ディレクトリ検索を実行します。

ディレクトリ検索

ローカル Jabber Desktop Client キャッシュでコンタクトが見つからない場合、コンタクトの検索
を実行できます。WebEx Messenger のユーザは、コンタクト名が入力されるとともに Outlook の
キャッシュ、コンタクト リストとローカル コンタクト リストを照会する予測検索を使用できま
す。一致が見つからない場合、検索は社内ディレクトリ（WebEx Messenger データベース）への照
会を続けます。

Windows 用 Cisco Jabber の詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび製品マニュ
アルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-windows/index.html

Mac 用の Cisco Jabber の詳細については、次の URL のデータ シートおよび製品マニュアルを参
照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-mac/index.html

Cisco Spark デスクトップ クライアント

Cisco Spark デスクトップ クライアントにより、1 対 1 のコラボレーションとチーム コラボレー
ションを促進する永続的なクラウド ベースの仮想チーム スペースが実現します。Cisco Spark デ
スクトップ クライアントは Windows および Mac コンピュータ上で動作します。Cisco Spark で
は、デスクトップ アプリケーションのユーザが、1 対 1 またはグループの仮想コラボレーション 
スペース内で Cisco Collaboration Cloud のコラボレーション サービス（セキュアな暗号化パーシ
ステント メッセージング、IP 経由の音声およびビデオ コール、ファイル共有など）にアクセスで
きます。クライアントはメッセージングおよびファイル共有では HTTPS を使用して Cisco 
Collaboration Cloud と通信し、IP 経由の音声およびビデオ メディアでは SRTP を使用します。

Cisco Spark クライアントが適切に動作できるようにするには、デスクトップ コンピュータが有
線またはワイヤレス ネットワーク（802.11 WLAN またはモバイル プロバイダー データ ネット
ワーク）に接続してインターネットにアクセスできる必要があります。

Cisco Spark デスクトップ クライアントの詳細、追加機能の詳細、およびサポートされているハー
ドウェアとソフトウェアのバージョンについては、次の Web サイトで入手可能な Cisco Spark の
資料を参照してください。

https://support.ciscospark.com/
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Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync
Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync クライアントは、さまざまなオンプレミス導入モデルを
サポートし、IM およびプレゼンス サービスは Cisco IM and Presence ではなく Microsoft 
Applications によって提供されます。

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync によって、基盤となる Unified Communications サービス
との統合による Cisco Unified Communications サービスと Microsoft Lync の緊密な統合が可能に
なります。このソリューションは、一貫したユーザ エクスペリエンスを保ちつつ、標準ベースの
音声とビデオ、ユニファイド メッセージング、Web 会議、デスクトップ制御、テレフォニー プレ
ゼンスなどの幅広い一連の Cisco Unified Communications サービスへのアクセスを提供すること
により、Microsoft Lync のプレゼンスとインスタント メッセージングの機能を拡張します。

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync アーキテクチャ

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync の導入のソリューション アーキテクチャ（図 8-3 を参照）
には、音声およびビデオ サービスのための Cisco Unified Communications Manager、プレゼンスお
よびインスタント メッセージング サービスのための Microsoft Office Communications Server 
2007、ユーザ アカウント情報のための Microsoft Active Directory、PC 音声またはデスクフォン制御
のための Cisco Unified Communications サービス、および Microsoft Lync が含まれます。

図 8-3 Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync アーキテクチャ
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Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync の導入により、クライアントは、クライアントにダウン
ロードされた Office Communications Server Address Book からのユーザ情報を使用できます。
いったんユーザがプレゼンスとインスタント メッセージングについて有効になると、アドレス
帳が Office Communications Server から生成され、クライアントに配布されます。ユーザ アカウン
トの一貫性のために、管理者がユーザのディレクトリ番号情報を E.164 値（例：+18005551212）で
入力し、Unified CM での LDAP の同期化と認証を有効にすることをお勧めします。Cisco UC 
IntegrationTM for Microsoft Lync が Cisco Unified CM と Microsoft Active Directory の両方に接続さ
れ、アカウント クレデンシャルの同期規則を提供します。

（注） Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync では、Cisco Unified Communications サービスではなく、
Microsoft のインスタント メッセージングおよびプレゼンス サービスが提供されます。

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync の配置と設定

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync を配置すると、Cisco Unified Communications Manager が
コール制御を提供し、Microsoft Lync がインスタント メッセージングおよびプレゼンス機能を提
供します。

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync は、そのコンフィギュレーション設定を、管理者が設定
する必要がある一連のレジストリ エントリから読み取ります。これらのレジストリ コンフィ
ギュレーション設定は、Microsoft Active Directory からグループ ポリシーを使用してプッシュし
て、コンフィギュレーション設定をクライアント コンピュータに自動的に配布することを推奨
します。グループ ポリシーが推奨されるインストール メカニズムですが、サードパーティ製の
ソフトウェア配置ツール、バッチ ファイル、Vbscrip、手動での設定など、その他の方法も利用可
能です。

Microsoft Active Directory グループ ポリシーは管理テンプレートを使用して拡張でき、Cisco UC 
IntegrationTM for Microsoft Lync は管理者がグループ ポリシーをサポートするために追加できる
テンプレートを提供します。管理者は、管理テンプレートをロードした後、レジストリ コンフィ
ギュレーション設定（TFTP サーバ、CTI サーバ、CCMCIP サーバ、ボイスメール、LDAP サーバ）の
ための Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync 設定ポリシーを作成できます。

これらのグループ ポリシーがどこでどのように個々の組織単位に適用されるかを制御するため
に、グループ ポリシー管理コンソールを使用できます。クライアント ポリシーの観点から、Cisco 
UC IntegrationTM for Microsoft Lync を配置する際には、Microsoft Telephony Mode Policy を [IM and 
Presence Only] および [DisableAVConferencing] に設定することを推奨します。このクライアント 
ポリシー変更により、Microsoft Lync のユーザ エクスペリエンスで単一セットのコール オプ
ションだけを表示できるようになります。

Cisco UC IntegrationTM for Microsoft Lync 配置では、インストールされる cisco-presence-states-config.xml 
ファイルでカスタム プレゼンス状態の定義と展開を行うことも可能です。ただし、次のレジストリ
の場所に基づいて Microsoft Lync がこのカスタム プレゼンス状態ファイルを使用できるように、管理
者がこのファイルを Microsoft Office Communications Server などの HTTP ロケーションに置き直すこ
とを推奨します。

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator\CustomStateURL
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ソフトウェア ベースのエンドポイントの配置に関する一般的な考慮
事項

次の項では、ソフトウェアベースのエンドポイントを配置するための重要な設計上の考慮事項
について説明します。

Quality of Service

シスコのソフトウェアベースのクライアント アプリケーションは、QoS マーキングのベスト プ
ラクティスに従ってレイヤ 3 のトラフィックをマーキングしますが、アプリケーションがトラ
フィックを適切にマーキングしても、基盤となるオペレーティング システムまたはハードウェア
がマーキングを受け入れないことがあります。デスクトップ コンピュータから着信するトラ
フィック マーキングの一般的な予測不可能性および不信頼性を考慮すると、一般的に、これらの
トラフィック マーキングは、信頼する必要があります。これは、すべてのトラフィック フローが
プロトコルまたはポート番号に基づくネットワークによってマークされる必要があり、リアルタ
イム トラフィック フローがベスト プラクティスに基づいてマークされることを意味します。こ
れには、DSC 46 または PHB EF の音声のみのコールのメディア マーキング、DSCP 34 または PHB 
AF41 のビデオ コールのメディア（音声を含む）、および DSCP 24 または PHB CS3 のコール シグ
ナリングが含まれます。正しく設定されたネットワーク インフラストラクチャとともにこれらの
マーキングは、音声のみのコールのメディアの優先処理およびビデオ コールのメディアとコール 
シグナリングの専用帯域幅を保証します。ソフトウェア ベースのエンドポイント トラフィック
の再マーキングに加えて、ネットワーク ベースのポリシングとレート制限を使用してソフトウェ
ア ベースのエンドポイントが大量のネットワーク帯域幅を消費しないようにすることを推奨し
ます。これは、デスクトップ コンピュータが大量のデータ トラフィックを生成する場合、または
エンドポイント アプリケーションが不正な動作をして一般的なコールに対して予測を超える音
声、またはビデオ メディアとシグナリングのトラフィックを生成する場合に発生する可能性があ
ります。完全にデスクトップ コンピュータのネットワーク トラフィック マーキングを制御する
ためにサードパーティ製ソフトウェアが使用されている場合、管理者はデスクトップ コンピュー
タのマーキングを信頼することを決定でき、その場合はパケットの再マーキングが不要であるこ
とがあります。ネットワーク ベースのポリシングおよびレート制限は、動作の不正なエンドポイ
ントの場合はネットワーク全体を保護するために依然として推奨されます。

ソフトウェア ベースの Cisco IP Communicator および Cisco Jabber for Windows の場合、Microsoft 
Windows グループ ポリシーを使用して、音声およびビデオ メディア ソース ポート番号に基づ
き、該当するレイヤ 3 DSCP QoS マーキングを音声およびビデオ ストリームに適用できます。

Microsoft Windows グループ ポリシーを使用した Cisco Jabber for Windows QoS の詳細について
は、次の URL で入手可能な 新バージョンの『On-Premises Deployment for Cisco Jabber』で 
Quality of Service 設定に関する情報を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installat
ion-guides-list.html

VLAN 間ルーティング

ソフトウェア ベースのエンドポイントは、通常はデータ VLAN に配置されるデスクトップ コン
ピュータで実行されるため、音声 VLAN とデータ VLAN が分離されたネットワークにソフト
ウェア ベースのエンドポイントが配置されると、VLAN 間ルーティングを設定および許可して、
データ VLAN のこれらのエンドポイントからの音声トラフィックが音声 VLAN のエンドポイ
ントに到達できるようにする必要があります。
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SRST と拡張 SRST

低速と信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離された支社ロケー
ションにシスコのソフトウェア ベースのエンドポイントのデスクトップ アプリケーションを
配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考慮することが重要です。各支社ロケーションの 
Cisco IOS ルータ上で SRST または拡張 SRST を使用することで、集中型呼処理プラットフォー
ムへの接続が失われた場合でもソフトウェア ベースのエンドポイントの基本的な IP テレフォ
ニー サービスは維持できます。ただし、使用可能なユーザ機能セットは、アプリケーションが 
Unified CM に登録されている場合に比べ、デスクトップ ソフトウェア ベースのエンドポイント
が SRST に登録されている場合は少なくなります。

リモート エンタープライズ接続の保護

シスコのソフトウェアベースのエンドポイントは、VPN または VPN-less ソリューションを使用
してリモート ロケーションから企業ネットワークに安全に接続できます。

VPN ベース接続の場合、エンタープライズ エッジに Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）ま
たは他の VPN ヘッドエンド コンセントレータへの安全な VPN トンネルを作成する VPN ルー
タの後ろにソフトウェアベースのエンドポイントを配置することができます。このセキュア リ
モート接続は、音声およびビデオ メディアおよびシグナリング トラフィックだけでなく、パー
ソナル コンピュータから着信するトラフィックすべてのトラフィックも保護します。その結果、
コンピュータからのすべてのトラフィックは、そのトラフィックの宛先が 終的にインター
ネットである場合でも、企業のネットワークのエッジを通過します。

また、Cisco Jabber デスクトップ クライアントは Cisco Expressway ソリューションのモバイル デ
バイスとリモート アクセス機能を利用できます。このファイアウォール トラバーサル ソリュー
ションは、音声およびビデオ コールに対する Unified CM 呼制御の登録や、企業のコラボレー
ション アプリケーションおよびサービスへのアクセス（IM and Presence、ボイス メール、ディレ
クトリ アクセスなど）で、Cisco Expressway E および Expressway C サーバによって提供される、
企業への TLS リバース プロキシ接続を使用します。Cisco Expressway ソリューションのモバイ
ルおよびリモート アクセス機能の詳細については、次の Web サイトのソリューション情報およ
び製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/expressway-series/index.html

ダイヤル プラン

ソフトウェアベースのエンドポイントを配置する際には、ダイヤル プランと番号の正規化に関
する考慮事項を念頭に置いて作業してください。Jabber Desktop Client は通常、コンタクトの検
索、解決、および追加にディレクトリを使用します。これらのコンタクトに関連付けられている
番号は、クライアントが認識し、解決し、ダイヤルできる形式になっていなければなりません。

配置は、ディレクトリおよび Unified CM の設定によって変わってくる場合があります。ビジネ
ス、モバイル、および自宅の電話番号用に E.164 の番号指定（例：+18005551212）がディレクトリ
に含まれており、Unified CM にも E.164 ダイヤル プランが含まれている場合は、すべてのルック
アップ、解決、およびダイヤルされたイベントが E.164 形式のダイヤル ストリングになるため、
追加のダイヤル規則の必要性が 小限に抑えられます。
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Unified CM 配置環境でプライベート ダイヤル プラン（5551212 など）を実装している場合は、
Unified CM 上で E.164 番号をプライベート ディレクトリ番号に変換する必要が生じます。発信
は、Unified CM のトランスレーション パターンによって変換することができます。これにより、
ダイヤルされた番号（+18005551212 など）をプライベート番号（この例では 5551212）でエンドポ
イントに表示させることができます。着信コールは、ディレクトリのルックアップ規則によって
変換できます。これにより、着信した番号の 5551212 が、逆番号ルックアップ発信者 ID に 
+18005551212 で示されます。

企業で使用されるダイヤルプランおよび LDAP ディレクトリに格納された電話番号情報におい
て、番号形式の相違に対応するため Cisco Unified Communications Manager にトランスレーショ
ン パターンとディレクトリ ルックアップ規則を設定する必要がある場合、独自のダイヤル プラ
ンの導入が発生する可能性があります。ディレクトリ ルックアップ規則は、ディレクトリ ルッ
クアップ キーとして使用される着信コール ID を再フォーマットする方法を定義します。トラン
スレーション パターンは、発信ダイヤル用に LDAP ディレクトリから取得した電話番号を変換
する方法を定義します。

トランスレーション パターンは、コールがルーティングされる前にダイヤルされた数字を操作
するために、Unified CM によって使用されます。これらは、Unified CM によって厳密に処理され
ます。トランスレーション パターンは、着信番号の処理に推奨される方法です。トランスレー
ション パターンの使用方法およびダイヤル プラン管理に関するその他のガイドラインについ
ては、ダイヤル プラン（14-1 ページ）の章を参照してください。

トランスレーション パターンの代用として、アプリケーション ダイヤリング規則を使用して、
ダイヤルされた番号を処理できます。アプリケーション ダイヤリング規則を適用すると、ユーザ
がダイヤルする電話番号に対して数字の追加と削除を自動的に実行できます。アプリケーショ
ン ダイヤリング規則は、Unified CM 上で設定され、Unified CM からクライアントにダウンロー
ドされます。トランスレーション パターンは、着信番号の処理に推奨される方法です。

ディレクトリ検索ルールは、発信者の識別情報をディレクトリで検索可能な番号に変換します。
定義する各ディレクトリ ルックアップ規則には、先頭の数字および番号の長さに基づいてどの
数字を変換するかを指定します。ディレクトリ ルックアップ規則は、Unified CM 上で設定され、
Unified CM からクライアントにダウンロードされます。

コンタクト情報を通じてコールが発信される前に、クライアント アプリケーションがダイヤルさ
れる電話番号から文字と数字以外のすべてのものを取り除きます。アプリケーションは、文字を数
字に変換し、ダイヤリング規則を適用します。文字と数字のマッピングは、ロケール固有で、その場
所の標準的な電話機のキーパッドにある文字に対応します。たとえば、US English ロケールでは、
1-800-4UCSRND は 18004827763 に変換されます。コールがアプリケーションによって発信される
前に、ユーザがクライアントの変換された番号を見たり変更したりすることはできません。

コンタクト ソース

Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac は、デフォルトで Cisco ディレクトリ統合（CDI）
を使用します。CDI ではサービス検出を使用して、Microsoft Active Directory を含む LDAP v3 対
応のディレクトリに自動的に接続し、認証を行います。

カスタム属性のマッピングを必要とする LDAP ディレクトリとの統合では、これらの属性マッ
ピングは Unified CM サーバからクライアントにダウンロードできるコンフィギュレーション 
ファイルで作成できます。

Cisco Jabber デスクトップ クライアントでは、Unified CM User Data Service（UDS）もサポートさ
れています。これにより、クライアントが Unified CM ユーザ データベース（LDAP ディレクトリ
と同期している場合もある）を使用してコンタクト情報を検索できます。企業のファイアウォー
ルの外部にあり Expressway モバイル & リモート アクセスを使用して接続している Jabber デス
クトップ クライアントは、コンタクトの解決に UDS を自動的に使用します。

また、Jabber for Windows は Microsoft Outlook のローカル連絡先をサポートしており、ユーザは自
分の Microsoft Outlook クライアントにある連絡先を検索できます。
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Extend and Connect

Cisco Jabber デスクトップ クライアントは Extend and Connect をサポートしており、サードパー
ティの電話機を使用して Jabber からコールを発信および受信することができます。これによっ
て、Cisco Collaboration 機能を活用しながら、既存のサードパーティの PBX 電話機を使用すること
ができます。Extend and Connect には複数のモードがあり、モードごとに別のトランクを使用する
必要があります。Extend and Connect を使用する場合、ダイヤル プランを慎重に設計する必要があ
ります。ダイヤル プランの設計の詳細については、ダイヤル プラン（14-1 ページ）の章を参照して
ください。Jabber クライアントが企業ネットワークの外部にあり Expressway モバイル & リモート 
アクセスを使用して接続している場合、Extend and Connect はサポートされません。

リフレッシュ トークンを使用した OAuth でのログイン フロー

Cisco Jabber 11.9 以降、OAuth 2.0 承認フレームワークを使用して、クライアント承認と認証を容易
に行えるようになっています。これにより、ログインが迅速化されるとともに、起動時やネット
ワーク遷移時の再認証も迅速化されます。Cisco Unified CM 12.0 および Unified CM 11.5(1) SU3 の
前までは、導入環境内でシングル サインオン（SSO）が有効にされている場合、Cisco Jabber は 
OAuth のみを使用していました。OAuth 実装は、認証を行い承認トークンをクライアントに発行
する承認サーバとしての役割を果たす Unified CM パブリッシャに依存します。このトークンと
リフレッシュ トークンにより、クライアントがコラボレーション サービスに要求を行い承認を
取得することが可能になります。また、リフレッシュ トークンを使用して、期限切れの承認トーク
ンを素早く更新できます。OAuth 2.0 フレームワークの詳細については、承認フレームワーク

（16-46 ページ）の項を参照してください。

OAuth を Jabber クライアントの承認と認証に使用するには、Cisco Unified CM、Unified CM IM 
and Presence、Unity Connection で、OAuth with Refresh Login Flow サービス パラメータを有効に
する必要があります。同様に、Jabber クライアントが Expressway モバイルおよびリモート アク
セスで OAuth を使用するには、Authorize by OAuth token with refresh 設定を Expressway-C で有
効にする必要があります。

Cisco Jabber での OAuth 展開の詳細については、次の URL で入手可能な 新バージョンのホワ
イト ペーパー『Deploying OAuth with Cisco Collaboration Solution Release 12.0』を参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installat
ion-guides-list.html

ワイヤレスエンドポイント
Cisco ワイヤレス エンドポイントは、ネットワーク接続のため、また IP テレフォニー機能を提供
するために 802.11 Wireless LAN（WLAN）インフラストラクチャに依存しています。このタイプ
のエンドポイントは、単一の企業ロケーション内や複数の企業ロケーション間、または従来の有
線電話機では望ましくない、または問題のある環境間で移動するモバイル ユーザに理想的です。
シスコでは、Voice and Video over WLAN（VVoWLAN）IP Phone を介した次の音声およびビデオを
提供します。

• Cisco Unified Wireless IP Phone 8821、7925G、7925G-EX、および 7926G を含む Cisco Unified 
Wireless IP Phone

• Cisco IP Phone 8861 および 8865

• Cisco DX シリーズ
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すべてが、組み込み型の無線アンテナを備えた、ハードウェアベースの電話機です。Cisco Unified 
Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、および 7926G では、ネットワークへの 802.11b、802.11g、また
は 802.11a 接続が可能です。Cisco Unified Wireless IP Phone 8821、Cisco IP Phone 8861 および 8865 
では、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、および 802.11ac ワイヤレス接続が可能であり、Cisco 
DX シリーズ エンドポイントでは 802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n ワイヤレス接続が可
能です。Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、および 7926G は、SCCP シグナリング 
プロトコルを使用して、シスコの呼処理プラットフォームで登録および通信します。Cisco 
Unified Wireless IP Phone 8821、Cisco IP Phone 8861 と 8865、および DX シリーズ エンドポイント
は、SIP シグナリング プロトコルを使用して、シスコの呼処理プラットフォームで登録および通
信します。

Cisco Unified Wireless IP Phone の詳細については、次の Web サイトで入手可能なデータ シート
および製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/ind
ex.html

Cisco IP Phone 8800 シリーズの詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび製品マ
ニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ind
ex.html

Cisco DX シリーズ エンドポイントの詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび
製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience
-dx600-series/index.html

ワイヤレス エンドポイントの配置に関する一般的な考慮事項

次の項では、ワイヤレス エンドポイントを配置する場合に重要な設計上の考慮事項について説
明します。

ネットワークの無線周波数の設計とサイト サーベイ

ワイヤレス エンドポイントを配置する前に、WLAN 無線周波数（RF）の設計によって同じチャネ
ルの干渉を 小限に抑えるようにすると同時に、十分な無線信号レベルを維持しながら、デバイ
スをあるロケーションから別のロケーションに移動しても許容可能な音声およびビデオ画質が
維持されるように、十分な無線信号レベルおよび非隣接チャネルのオーバーラップを提供する
必要があります。また、WLAN サイト全体のサーベイを実行することで、ネットワーク RF 設計を
検証して、適切なデータ レートとセキュリティ メカニズムが整っているようにする必要があり
ます。サイト調査では、 適なカバレッジを提供するアンテナ タイプや RF 干渉の送信元が存在
している可能性がある場所を考慮する必要があります。サードパーティのサイト サーベイ ツー
ルを使用している場合でも、各エンドポイントまたはクライアント無線の動作がアンテナの感
度およびサーベイ アプリケーションの制限によって動作が異なるため、無線エンドポイント デ
バイス自体を使用してサイト サーベイの実施を強く推奨します。シスコでは、音声およびビデオ 
トラフィックを生成することができるワイヤレス エンドポイント接続するために、可能であれ
ば、5 GHz WLAN 帯域（802.11a/n）の利用を推奨します。5 GHz WLAN は、音声コールとビデオ 
コールに対し、スループットを改善して干渉を低減します。無線ネットワークの設計の詳細につ
いては、ワイヤレス LAN インフラストラクチャ（3-66 ページ）を参照してください。
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セキュリティ：認証および暗号化

ワイヤレス エンドポイントを配置する場合、ネットワークへのアクセスの制御およびネット
ワーク トラフィックの保護のために使用されるセキュリティ メカニズム考慮することが重要
です。Cisco ワイヤレス エンドポイントは、WPA、WPA2、EAP-FAST、PEAP などを含む広範囲の
認証および暗号化プロトコルをサポートします。WLAN インフラストラクチャ、配置されるエン
ドポイント デバイス、および IT セキュリティ ポリシーと一致しているものによって、サポート
される認証および暗号化方式を選択します。さらに、デバイスがネットワーク内のあるロケー
ションから別のロケーションに移動しているときにアクティブな音声およびビデオ コールが保
持できるように、選択した認証および暗号化方式が Cisco Centralized Key Management（CCKM）な
どの高速キー再生成方式をサポートする必要があります。

（注） 二重帯域 WLAN（2.4 GHz と 5 GHz の両方の帯域を持つ WLAN）では、同じ SSID の 802.11b/g と 
802.11a との間でのローミングは、クライアントが両方のボードをサポートできれば可能です。
ただし、一部のデバイスでは、これにより、音声またはビデオ経路にギャップが発生する可能性
があります。これらのギャップを回避するために、音声およびビデオ通信用に帯域を 1 つだけ使
用します。

ワイヤレス コールのキャパシティ

企業 WLAN 内にワイヤレス デバイスを配置し、ワイヤレス デバイス ローミングを有効にする
場合、WLAN インフラストラクチャのデバイスの接続性とコール キャパシティを考慮すること
も重要です。デバイス数またはアクティブ コール数の面での WLAN インフラストラクチャの
オーバーサブスクリプションは、無線接続のドロップ、音声とビデオの品質の低下、またはコー
ル セットアップの遅延や失敗の原因となります。Voice and Video over WLAN の配置をオーバー
サブスクライブする可能性は、必要なコール キャパシティを処理するように WLAN アクセス ポ
イント（AP）の十分な数の配置によって著しく 小限に抑えられます。AP のコール キャパシ
ティは、単一チャネル セル領域内でサポートできる同時双方向ストリーム数に基づきます。
VVoWLAN のコール キャパシティの一般的なルールは次のとおりです。

• Bluetooth が無効で 802.11g/n（2.4 GHz）チャネル セルあたり 大 27 の同時 VoWLAN 双方向
ストリーム、または 24 Mbps 以上のデータ レートが有効で 802.11a/n/ac（5 GHz）チャネルあ
たり 大 27 の同時 VoWLAN 双方向ストリーム。

• Bluetooth が無効で 802.11 g/n（2.4 GHz）チャネル セルあたり 大 8 の同時 VVoWLAN 双方
向ストリーム、または 720p のビデオ解像度（高解像度）および 大 1 Mbps のビデオ ビット 
レートとした場合の 802.11 a/n/ac（5 GHz）チャネル セルあたり 大 8 の同時 VVoWLAN 双
方向ストリーム。

これらのコール キャパシティ値は、RF 環境、無線ハンドセット機能、および基礎となる WLAN 
システム機能に大きく依存します。一部の配置では、実際のキャパシティはこれよりも小さくな
ることもあります。

（注） 同じ AP に関連付けられている 2 台のワイヤレス エンドポイント間の単一のコールは、2 つの同
時双方向ストリームであると見なされます。
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上記のキャパシティは、音声アクティビティ検出（VAD）が無効で、パケット化のサンプル サイズ
が 20 ミリ秒（ms）であることに基づいています。VAD とは、コール中に音声が発生しないときに 
RTP パケットを送信しないことにより、帯域幅を節約するメカニズムです。ただし、無音圧縮と
も呼ばれる VAD を有効または無効にすることは、シスコの呼制御プラットフォームに応じてグ
ローバル設定になることがあります。そのため、VAD が無線で接続された Cisco Unified IP Phone 
で有効にされると、VAD は配置内のすべてのデバイスで有効にされていることがあります。全体
の音声品質を良好に保つため、VAD（無音圧縮）を disabled のままにすることを推奨します。

サンプリング レートを 20 ms に設定すると、片方向の音声コールで 50 パケット/秒（pps）が生成
されます。ほどんどすべての場合、サンプル レートを 20 ms に設定するように推奨します。それ
より大きいサンプル サイズ（30 または 40 ms）を使用すると、AP あたりの同時コールの数を増分
できますが、エンドツーエンドの遅延も大きくなります。また、サンプル サイズを大きくする
と、1 つのパケットが失われたときに欠落する会話の量が大きくなるため、ワイヤレス環境で許
容される音声パケットの損失率は大幅に減少します。音声サンプリング サイズの詳細について
は、帯域幅のプロビジョニング（3-56 ページ）を参照してください。

Bluetooth のサポート

Cisco Unified Wireless IP Phone 8821、7925G、7925G-EX、および 7926G、Cisco IP Phone 8861 と 
8865、および Cisco DX シリーズ エンドポイントは、Bluetooth 対応デバイスです。ワイヤレス 
Cisco IP Phone 内の Bluetooth 無線またはモジュールにより、Bluetooth ヘッドセットのサポート
が有効になります。また、前述したように Cisco IP Phone 8845、8851、8861、8865、および DX シ
リーズ エンドポイントでは、ハンズフリー音声および携帯電話のコンタクトと通話履歴の共有
のために、Intelligent Proximity for Mobile Voice と Bluetooth のペアリングがサポートされます。
Bluetooth デバイスは、802.11b/g デバイスと同じ 2.4 GHz 無線帯域を使用するので、Bluetooth お
よび 802.11b/g 対応デバイスが相互に干渉し、その結果、接続に関する問題が起きる可能性があ
ります。

Bluetooth と 802.11 WLAN 無線が Cisco Unified Wireless IP Phone、Cisco IP Phone 8861、8865、およ
び Cisco DX シリーズ エンドポイントでネイティブに共存し、Bluetooth と 802.11b/g 無線との間の
無線干渉が大幅に減少して回避される一方で、これらの無線で接続された電話機の Bluetooth 無
線は近くに配置されている他の 802.11 b/g デバイスおよび Bluetooth 無線デバイスと干渉を起こ
すことがあります。802.11b/g WLAN 音声およびビデオ デバイスの干渉と中断が発生する可能性
があるため（これが原因で音質および画質の低下、登録解除、コール セットアップの遅延が発生す
る可能性があるため）、すべての WLAN 音声およびビデオ デバイスを、5 GHz 無線帯域を使用す
る 802.11a、802.11n、または 802.11ac に配置することを推奨します。ワイヤレス電話機を 5 GHz 無
線帯域に配置することで、Bluetooth デバイスによって引き起こされる干渉を回避できます。

802.11 WLAN デバイスを 5 GHz 無線帯域に配置する必要があり、2.4 GHz 無線帯域の緩衝が原
因で接続、機能、または音声とビデオの品質に関する問題が発生する場合は、Bluetooth ヘッド 
セットや Bluetooth に依存する機能（Intelligent Proximity for Mobile Voice など）をこの配置で使用
することを制限または禁止することを検討してください。

Cisco 8851、8861、および DX シリーズ エンドポイントの Intelligent Proximity for Mobile Voice と 
Bluetooth のペアリングの詳細については、インテリジェント プロキシミティ（8-15 ページ）を参
照してください。

（注） バッテリ駆動式 Cisco Unified Wireless IP Phone で Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットを使用す
ると、電話機のバッテリ電力消費が増加し、バッテリ寿命が短くなります。
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（注） Bluetooth ヘッドセットと Bluetooth 機能（Intelligent Proximity for Mobile Voice など）を使用する
と、干渉が発生し、2.4 GHz 帯域（802.11b/g/n）を使用する隣接ワイヤレス クライアントおよびエ
ンドポイントでサービスの中断が発生する可能性があります。

Quality of Service

ネットワーク レベルの Quality of Service（QoS）を設定する場合、シスコのワイヤレス エンドポイ
ント（Cisco Unified Wireless IP Phone、Cisco IP Phone 8861、および Cisco DX シリーズ エンドポイ
ントなど）は信頼でき、それらのパケット マーキングは受け入れられます。これらのエンドポイ
ントはデフォルトで、音声/ビデオ メディアとコール シグナリングに対して推奨されている適切
なレイヤ 3 値（音声メディアは DSCP 46 または PHB EF、音声/ビデオ メディアはビデオ コール
に対して DSCP 34 または PHB AF41、音声シグナリングは DSCP 24 または PHB CS3）でマーキン
グを行います。同様に、これらのデバイスは、レイヤ 2 で適切にマークします（6 の音声メディア 
WMM User Priority（UP）、5 のビデオ コール WMM UP に対する音声およびビデオ メディア、4 の
コール シグナリング WMM UP）。これらのパケット マーキングによって、統合されたネットワー
クでエンドツーエンドの音声品質が許容可能です。

レイヤ 2 およびレイヤ 3 の両方の適切なパケット マーキングにもかかわらず、Cisco DX80 など
の多目的デバイスは、大量の非リアルタイム トラフィックを生成できます。したがって、同じ 
WLAN SSID または VLAN でのこれらのデバイスの混在に関連する懸念があげられることがあ
ります。レイヤ 2 QoS マーキングと 802.11e WMM は、リアルタイム トラフィックに対してワイ
ヤレス媒体へのより多くの帯域幅とより高い頻度のアクセスが確保されるように作用します
が、緻密で、頻繁に使用されている配置では、DX シリーズ エンドポイントなどの多目的デバイス
を別個の SSID に分離することで、何らかの対策になる場合があります。ただし、これらのデバイ
スによって生成されるリアルタイム トラフィックがワイヤレス インフラストラクチャでまだ
所定のプライオリティ処理を与えられるようにするには、多目的デバイスのこの別個の SSID が 
Platinum QoS プロファイルに引き続き設定される必要があります。

SRST と拡張 SRST

低速または信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離された支社ロ
ケーションにワイヤレス エンドポイントを配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考慮す
ることが重要です。各支社ロケーションの Cisco IOS ルータ上で SRST または拡張 SRST を配置
することで、集中型呼処理プラットフォームへの接続が失われた場合でもワイヤレス エンドポ
イントの基本的な IP テレフォニー サービスは維持できます。ただし、使用可能なユーザ方向
セットは、ワイヤレス エンドポイントが Unified CM に登録されている場合に比べ、SRST に登録
されている場合は少なくなります。

デバイスのモビリティ

ワイヤレス エンドポイントがマルチ サイト集中型呼処理配置のロケーション間で移動する場
合、デバイスが Unified CM に登録するために使用する IP アドレスに基づいてデバイスのロ
ケーションを更新するために Cisco Unified CM デバイス モビリティ機能を使用できます。これ
により、デバイスがロケーション間で移動するときのコール ルーティング、PSTN の出力、およ
び通常遭遇するコーデックおよびメディア リソースの選択に関する問題を回避できます。デバ
イス モビリティに関する詳細については、デバイス モビリティ（21-15 ページ）の項を参照して
ください。
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Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G などの無線 IP エンドポイントの展開の詳細については、次
の Web サイトの展開ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/prod
ucts-implementation-design-guides-list.html

ワイヤレス Cisco 8800 シリーズ エンドポイントの展開の詳細については、次の Web サイトの展
開ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/prod
ucts-implementation-design-guides-list.html

Cisco DX シリーズ エンドポイントのワイヤレスでの展開の詳細については、次の Web サイトの
展開ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-
dx600-series/products-implementation-design-guides-list.html

モバイル エンドポイント
シスコのモバイル エンドポイント デバイスとモバイル エンドポイント クライアント アプリ
ケーションは、音声およびビデオ通話サービス用の Unified CM で登録および通信します。これら
のデバイスおよびクライアントは、Cisco Unity Connection、Cisco IM and Presence、および LDAP 
ディレクトリなどの他のバック エンド システムと通信することによって、エンタープライズ 
メッセージング、プレゼンス、社内ディレクトリ統合などの追加機能およびサービスを有効にし
ます。シスコは、次のモバイル エンドポイント デバイスおよびクライアントを提供します。

• Cisco Jabber for Android および Apple iOS（8-40 ページ）

• Cisco Spark モバイル クライアント（8-41 ページ）

• Cisco WebEx Meetings（8-41 ページ）（Android、BlackBerry および Apple iOS デバイス用）

• Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント（8-41 ページ）（Android、および Apple 
iOS デバイス用）

Cisco Jabber for Android および Apple iOS
iPhone と iPad を含む Android および Apple iOS デバイスの Cisco Jabber モバイル クライアント
によって、スマート フォンとタブレットは IP 経由で音声およびビデオを使用してエンタープラ
イズ コールを発信または受信できます。Android または Apple iOS デバイスで実行される Cisco 
Jabber モバイル クライアントアプリケーションは、SIP シグナリング プロトコルを使用して 
Unified CM に登録および通信します。Cisco Jabber モバイル クライアントは、社内ディレクトリ 
アクセス、エンタープライズ ビジュアル ボイス メール、XMPP ベースのエンタープライズ イン
スタント メッセージングとプレゼンス、および Cisco Expressway モバイル & リモート アクセス
を使用したリモート接続の保護などの追加機能を有効にします。

Cisco Jabber for Android の詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび製品マニュア
ルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-android/index.html

Cisco Jabber for iPhone and iPad の詳細については、次の Web サイトのデータ シートおよび製品
マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-iphone-ipad/index.html
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Cisco Spark モバイル クライアント

Cisco Spark モバイル クライアントにより、1 対 1 のコラボレーションとチーム コラボレーショ
ンを促進する永続的なクラウド ベースの仮想チーム スペースが実現します。Cisco Spark では、
モバイル アプリケーション ユーザが Cisco Collaboration Cloud のコラボレーション サービスに
アクセスできます。Cisco Spark for Android クライアントおよび Cisco Spark for iPad and iPhone ク
ライアントにより、1 対 1 またはグループ コラボレーション スペース内でセキュアな暗号化
パーシステント メッセージング、IP 経由の音声およびビデオ、およびファイル共有がすべて提供
されます。これらのクライアントは Cisco Collaboration Cloud と通信するときに、メッセージング
およびファイル共有では HTTPS を使用し、IP メディア トラフィックでの音声およびビデオでは 
SRTP を使用します。

Cisco Spark クライアントが適切に動作するには、モバイル クライアント デバイスが 802.11 
WLAN またはモバイル プロバイダー データ ネットワークへの接続によってインターネットに
アクセスできる必要があります。

Cisco Spark モバイル クライアントの詳細、追加機能の詳細、およびサポートされているハード
ウェアとソフトウェアのバージョンについては、次の Web サイトで入手可能な Cisco Spark の資
料を参照してください。

https://support.ciscospark.com/

Cisco WebEx Meetings
Cisco WebEx Meetings モバイル クライアントは、特定の Android、Apple iOS、BlackBerry、および 
Windows Phone のモバイル スマート フォンやタブレットで稼働します。このクライアントに
よって、モバイル エンドポイントはデスクトップ ブラウザ ベースの Cisco WebEx 会議と同様
に、同様の機能を持つ Cisco WebEx 会議に参加できます。このクライアントによって、Cisco 
WebEx 音声およびビデオ会議へのアクティブな参加（参加者リストや共有コンテンツを表示す
る機能を含む）が可能になります。

Cisco WebEx モバイル クライアントに関する詳細情報については、次の URL にある製品情報を
参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meetings/index.html

Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client によって、Cisco Jabber モバイル デバイス クライアント
に対する安全なリモート接続が有効になり、モバイル データ ネットワークと非企業 WLAN 経由
の永続的企業アクセスを行えるようになります。このクライアント アプリケーションは、Cisco 
Adaptive Security Appliance（ASA）ヘッドエンドで利用可能な Cisco AnyConnect VPN ソリュー
ションを使用して、Apple iOS および Android モバイル デバイスに SSL VPN 接続を提供します。

Cisco AnyConnect を使用したセキュアなリモート VPN 接続の詳細については、次の Web サイト
で入手可能な Cisco AnyConnect Secure Mobility Client マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/tsd-products-su
pport-series-home.html
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モバイル エンドポイントとクライアントの配置に関する考慮事項

次の項では、モバイル エンドポイントとクライアントを配置するための重要な設計上の考慮事
項について説明します。

WLAN 設計

Cisco Jabber モバイル クライアントは WLAN に接続される場合が多いため、前述のすべての 
WLAN 配置に関する考慮次回は、サイト調査による WLAN RF 設計および検証など、モバイル ク
ライアントとデバイスに適用されます。特に、音声およびビデオ トラフィックを生成することが
できるワイヤレス エンドポイントを接続するために、可能であれば、5 GHz WLAN 帯域

（802.11a/n/ac）の利用が推奨されます。5 GHz WLAN は、音声コールとビデオ コールに対し、ス
ループットを改善して干渉を低減します。2.4 GHz 帯域がモバイル クライアントとデバイスに使
用される場合、Bluetooth は避ける必要があります。同様に、これらのクライアントおよびデバイ
スを配置する場合、ワイヤレス コールのキャパシティ（8-37 ページ）の項で説明する音声だけの 
WLAN チャネル セルおよびビデオ コール容量数を考慮する必要があります。

リモート エンタープライズ接続の保護

正常に展開された場合は、パブリックまたはプライベート 802.11 Wi-Fi ホット スポットを使用
することによって、シスコのモバイル エンドポイントとクライアントをリモート ロケーション
からモバイル データ ネットワーク経由で企業にも接続できます。このようなシナリオでは、モ
バイル エンドポイントとクライアントは、VPN または VPN-less ソリューションを使用して安全
に接続できます。VPN の場合、Cisco AnyConnect Mobile VPN クライアントを使用すると、セキュ
ア SSL デバイスまたはクライアントをトンネル経由で企業に接続できます。

Cisco Jabber および Cisco AnyConnect の配置で重要な考慮事項は、保護対象のトラフィックで
す。Cisco AnyConnect モバイル VPN クライアントを Cisco Jabber とともにモバイル デバイスで
使用する場合、デフォルトでデバイスへのすべてのトラフィックは暗号化された VPN トンネル
を介して企業に送信されます。この動作は、一部の配置では望ましくない場合があります。Cisco 
Jabber の場合、VPN トンネルを介して企業に Jabber 固有のトラフィックのみが送信され、他のト
ラフィックはそのトンネル以外を介して送信される動作が適しています。これは、Split-Tunnel 機
能を使用して実行できます。この機能を使用して、管理者は（宛先サブネットに基づき）VPN トン
ネルを通過するトラフィックと、平文で送信されるトラフィックを指定できます。Jabber トラ
フィックのみを保護するには、管理者は Cisco Unified Communications Manager クラスタ、IM お
よび Presence クラスタ、ボイスメール サーバ、ディレクトリ サーバ、および Trivial File Transfer 
Protocol（TFTP）サーバの IP サブネットに加え、接続する可能性のあるすべてのエンドポイント
の IP サブネットをトンネルに含めるように設定する必要があります。したがって、Split-Include 
ポリシーには、企業ネットワークの IP アドレス範囲を含める必要があります。大企業の IP ス
ペースは、取得やその他のイベントのため連続的ではないため、この設定はすべての導入には適
用されないことがあります。

Split-Tunnel に含める Cisco Jabber および Cisco AnyConnect の詳細については、次の Web サイト
で入手可能な『Cisco AnyConnect Deployment Guide for Cisco Jabber』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-fi
rewalls/guide_c07-717020.pdf
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VPN-less 接続の場合、Cisco Jabber モバイル クライアントは Cisco Expressway ソリューションの
モバイルとリモート アクセス機能を利用できます。このファイアウォール トラバーサル ソ
リューションは、音声およびビデオ コールに対する Unified CM 呼制御の登録や、企業のコラボ
レーション アプリケーションおよびサービスへのアクセス（IM and Presence、ボイス メール、
ディレクトリ アクセスなど）で、Cisco Expressway E および Expressway C サーバによって提供さ
れる、企業への TLS リバース プロキシ接続を使用します。Cisco Expressway ソリューションのモ
バイルおよびリモート アクセス機能の詳細については、次の Web サイトのソリューション情報
および製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/expressway-series/index.html

Quality of Service

シスコのモバイル クライアントのアプリケーションおよびデバイスは、シスコのコラボレー
ション QoS マーキング推奨事項に従って、一般にレイヤ 3 QoS パケット値をマークします。これ
には、DSCP 46 または PHB EF のマーキング音声のみのコールのメディア トラフィック、DSCP 
34 または PHB AF41 のビデオ コールのメディア（音声を含む）トラフィック、および DSCP 24 ま
たは PHB CS3 のコール シグナリング トラフィックが含まれます。適切なモバイル クライアン
トおよびデバイス アプリケーションのレイヤ 3 パケット マーキングにかかわらず、レイヤ 2 
802.11 WLAN パケット マーキング（ユーザ優先度、または UP）はさらに課題を示します。一部の
デバイスは、適切に無線レイヤ 2 802.11 ユーザ プライオリティ（UP）値（音声のみのコールのメ
ディア UP 6、ビデオ コールのメディア UP 5、およびコール シグナリング UP 3）をマークします。
しかし、シスコのモバイル クライアントがさまざまなモバイル デバイスで実行されている場
合、レイヤ 2 ワイヤレス QoS マーキングには一貫性がありません。レイヤ 2 ワイヤレス QoS マー
キングに依存した状態では、WLAN のトラフィックを適切に処理できません。Cisco Unified 
Wireless LAN Controller を使用した配置では、ワイヤレス SIP コール アドミッション制御（CAC）
を有効にすると、適切でないか、または存在しないレイヤ 2 WLAN マーキングに対する何らかの
対策になる場合があります。SIP CAC はメディア セッションのスヌーピングを使用し、ダウンス
トリームの音声およびビデオ フレームが適切に優先順位を付けられて処理できるようになりま
す。モバイル クライアントのアプリケーション レイヤ 3 やレイヤ 2 のパケット マーキングが適
切であるとしても、データとリアルタイム トラフィックの両方を含むさまざまなタイプのトラ
フィック生成の面で、モバイル デバイスはデスクトップ コンピュータと同じ多数の課題を示し
ます。これを考えると、一般にモバイル デバイスはコラボレーション エンドポイントの信頼で
きないカテゴリに分類されます。モバイル クライアント デバイスが信頼されているエンドポイ
ントとして見なされない配置の場合、ネットワークのプライオリティ キューイングと専用帯域
幅が適切なトラフィックに適用されるように、トラフィック タイプおよびポート番号に基づい
たパケット再マーキングが必要です。モバイル デバイスのトラフィックを再マーキングするだ
けでなく、ネットワーク ベースのポリシングとレート制限を使用してモバイル クライアント デ
バイスが大量のネットワーク帯域幅を消費しないようにすることを推奨します。

（注） モバイル クライアントとデバイスは、モバイル データ ネットワークまたはパブリックやプライ
ベートの Wi-Fi ホット スポット経由で Cisco AnyConnect クライアントを使用できるサーバがあ
る企業にリモート接続できる場合があります。これらの接続は、インターネットを通過するた
め、IP パスにエンドツーエンドの QoS が存在しないことから、すべてのトラフィックはすべて、
ベスト エフォートとして処理されます。音声およびビデオの品質には、これらのタイプの接続で
は保証できません。
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モバイル エンドポイント
SRST と拡張 SRST

低速または信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離されている支
社ロケーションに、Cisco Jabber for iPhone などのモバイル エンドポイントおよびクライアント
を配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考慮することが重要です。Cisco Jabber モバイル 
クライアントは SRST をサポートしませんが、ほとんどの Cisco Jabber モバイル クライアントは
携帯電話の音声を使用するスマート フォンで動作するため、ユーザはモバイル プロバイダー 
ネットワークを使用して電話をかけられる場合があります。

Cisco Jabber モバイル クライアントに関する追加設計および配置については、シスコのモバイル 
クライアントおよびデバイス（21-81 ページ）を参照してください。

インテリジェント プロキシミティ

前述したように、インテリジェント プロキシミティは、シスコ ハードウェア エンドポイントと
モバイル デバイス間のプロキシミティベースの接続を利用する機能を意味します。

Cisco 8851、8861、および DX シリーズ エンドポイントで利用可能な Intelligent Proximity for Mobile 
Voice 機能は、IP エンドポイトと携帯電話またはスマートフォンの間の Bluetooth ペアリングを使
用し、ハンズフリー音声および携帯電話のコンタクトと通話履歴の共有を可能にします。

前述のとおり、8851、8861、および DX シリーズ エンドポイントでの Intelligent Proximity for 
Mobile Voice と Unified Mobility 機能セットには互換性があります。また、8851 および 8861 IP 
Phone の Intelligent Proximity for Mobile Voice は Cisco Jabber と互換性があるため、IP Phone 8851 
および 8861 で音声を再生でき、Jabber クライアント デバイスでビデオが再生されます。

インテリジェント プロキシミティと Bluetooth ペアリングの詳細については、インテリジェント 
プロキシミティ（8-15 ページ）を参照してください。

コンタクト ソース

Cisco Jabber for Android および Cisco Jabber for iOS は、デフォルトで Cisco ディレクトリ統合
（CDI）を使用します。この場合、Microsoft Active Directory などの LDAP v3 対応ディレクトリとの
統合が使用されます。

カスタム属性のマッピングを必要とする LDAP ディレクトリとの統合では、これらの属性マッ
ピングは Unified CM サーバからクライアントにダウンロードできるコンフィギュレーション 
ファイルで作成できます。

Cisco Jabber モバイル クライアントでは、Unified CM User Data Service（UDS）もサポートされて
います。これにより、クライアントが Unified CM ユーザ データベース（LDAP ディレクトリと同
期している場合もある）を使用してコンタクト情報を検索できます。企業のファイアウォールの
外部にあり Expressway モバイル & リモート アクセスを使用して接続している Jabber モバイル 
クライアントは、コンタクトの解決に UDS を自動的に使用します。

ローカルの Unified CM ユーザ データベースから連絡先情報を取得する代わりの手段として、
UDS-to-LDAP Proxy 機能を使用することができます。UDS-to-LDAP Proxy では、コンタクト検索
は UDS により処理されますが、社内 LDAP ディレクトリにプロキシされ、UDS は結果を Jabber 
クライアントに戻します。これにより Jabber クライアントは、Unified CM データベースでサポー
トされている 大ユーザ数を超える社内ディレクトリを検索できます。
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リフレッシュ トークンを使用した OAuth でのログイン フロー

Cisco Jabber 11.9 以降、OAuth 2.0 承認フレームワークを使用して、クライアント承認と認証を容
易に行えるようになっています。これにより、ログインが迅速化されるとともに、起動時やネッ
トワーク遷移時の再認証も迅速化されます。Cisco Unified CM 12.0 および 
Unified CM 11.5(1) SU3 の前までは、導入環境内でシングル サインオン（SSO）が有効にされてい
る場合、Cisco Jabber は OAuth のみを使用していました。OAuth 実装は、認証を行い承認トークン
をクライアントに発行する承認サーバとしての役割を果たす Unified CM パブリッシャに依存し
ます。このトークンとリフレッシュ トークンにより、クライアントがコラボレーション サービ
スに要求を行い承認を取得することが可能になります。また、リフレッシュ トークンを使用し
て、期限切れの承認トークンを素早く更新できます。OAuth 2.0 フレームワークの詳細について
は、承認フレームワーク（16-46 ページ）の項を参照してください。

OAuth を Jabber クライアントの承認と認証に使用するには、Cisco Unified CM、Unified CM IM 
and Presence、Unity Connection で、OAuth with Refresh Login Flow サービス パラメータを有効に
する必要があります。同様に、Jabber クライアントが Expressway モバイルおよびリモート アク
セスで OAuth を使用するには、Authorize by OAuth token with refresh 設定を Expressway-C で有
効にする必要があります。

Cisco Jabber での OAuth 展開の詳細については、次の URL で入手可能な 新バージョンのホワ
イト ペーパー『Deploying OAuth with Cisco Collaboration Solution Release 12.0』を参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installat
ion-guides-list.html

Apple プッシュ通知サービス（APNs）

Cisco Jabber for iPhone and iPad 11.9 以降では、Apple プッシュ通知サービス（APNs）がサポートさ
れるようになっています。APNs を使用して、クライアントが実行している間も、バックグラウン
ドで着信コールとメッセージを受信できます。

これまでは、Jabber for Apple iOS クライアント（iPhone および iPad）は他の Jabber クライアント
と同じように、クライアントがバックアップに移行すると、Voice and Video over IP（VVoIP）と IM 
およびプレゼンス サービス用の接続を維持するために定期的なダイレクト IP ソケット キープ
アライブを利用していました。Apple がダイレクト IP ソケットによる通知のサポートを終了す
るので、Apple iOS デバイスのバックグラウンドで実行中の Jabber for iOS クライアントに通知を
送信するには近日中に APNs が必要になります。

Cisco Spark for Apple iOS でも、クライアントがバックグラウンドで実行中に、着信コールとメッ
セージ通知の受信を APNs でサポートしています。

（注） 非 iOS の Cisco Spark クライアント（Cisco Spark for Android、Cisco Spark for Windows、Cisco Spark 
for Mac）と非 iOS の Cisco Jabber クライアント（Jabber for Android、Jabber for Windows、Jabber for 
Mac）では、APNs による影響はありません。

Cisco Jabber クライアント対応の APNs の詳細については、Cisco Jabber for iPhone and iPad 対応
の Apple プッシュ通知サービス（APNs）（21-108 ページ）を参照してください。
8-45
Cisco Collaboration システム 12.x ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

2018 年 3 月 1 日

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installation-guides-list.html


 

第 8 章      コラボレーション エンドポイント
Cisco Virtualization Experience Media Engine
Cisco Virtualization Experience Media Engine
Cisco Virtualization Experience Media Engine（VXME）は、Virtual Desktop Infrastructure（VDI）環境
に Cisco Jabber コラボレーション エクスペリエンスを拡張することにより、不可欠なコラボレー
ション ソフトウェア コンポーネントを提供します。VXME はローカル プラットフォーム（シン 
クライアント）にインストールされるソフトウェア パッケージであり、完全に統合されたユーザ 
エクスペリエンスを確保しながら仮想デスクトップを介してリアルタイム メディアのルーティ
ングをバイパスし、ローカルで終了した音声およびビデオによるリアルタイム通信を含めるた
めに VDI セッションを拡張します。ホストされた仮想デスクトップは、ローカルにインストール
された Citrix Receiver または VMware View Client をそれぞれ介して、Citrix XenDesktop、Citrix 
XenApp Published Desktop または VMware VIEW でサポートされます。ホスト VDI プラット
フォームに関係なく、ユーザには VXME のユニファイド コミュニケーションおよびシームレス
な統合に対応した完全に統合されたアクセサリ付きの仮想デスクトップ上で Cisco Jabber を使
用して、一貫した音声、ビデオ、仮想デスクトップ エクスペリエンスが提供されます。

Cisco Virtualization Experience Media Engine（VXME）の詳細については、次の Web サイトのデー
タ シートおよび製品マニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/virtualization-experience-media-
engine/index.html

Cisco Virtualization Experience Media Engine の配置に関する考慮事項

次の項では、Cisco Virtualization Experience Media Engine（VXME）を配置するときに重要な設計上
の考慮事項について説明します。

Quality of Service

ネットワークが 8021.q Dual VLAN 用に設定されている場合、Cisco Virtualization Experience 
Media Engine（VXME）に追加の設定は必要ありません。ネットワークが 802.1q Dual VLAN 用に
設定されていない場合、QoS はベスト エフォート型であり、シン クライアントはデータ VLAN 
に配置する必要があります。トラフィック マーキングの詳細については、次の Web サイトで入
手可能な QoS 設計ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-ipv6/design-guide-listing.html

音声およびビデオのコール アドミッション制御は、既存の Cisco Unified IP Phone ガイドライン
に従っており、仮想デスクトップの帯域幅制御は、接続ブローカ設定を介して提供されます。

SRST と拡張 SRST

低速または信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離された支社ロ
ケーションに Cisco VXME を配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考慮することが重要
です。Jabber がデスクフォン制御モードで動作している場合、WAN の障害時は、Cisco Jabber クラ
イアントが実行される、ホストされた仮想デスクトップ（HVD）はデータセンターと共に配置さ
れている Cisco Unified CM と通信し続けます。ただし、VXC ゼロ クライアントとペアになって
いるデスクトップ フォンへの Cisco Unified CM 接続は失われます。各支社ロケーションの Cisco 
IOS ルータ上で Survivable Remote Site Telephony（SRST）または拡張 SRST を使用することで、集
中型呼処理プラットフォームへの接続が失われた場合でも VXC クライアントとペアになって
いるデスクフォンのエンドポイントの基本的な IP テレフォニー サービスは維持できます。

VXME は SRST または拡張 SRST をサポートしていません。
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サードパーティ製 IP Phone
サードパーティ製 IP Phone
この項で説明されているように、一部のサードパーティ製 IP Phone およびデバイスは、基本的な 
IP テレフォニー機能を提供するためにシスコの呼制御と統合されている場合があります。

サードパーティ製 SIP IP Phone

サードパーティ製電話機には、機能アクセス ボタン（固定または可変）など、呼制御シグナリング 
プロトコルとは関係しない、固有のローカル機能が備わっています。基本的な SIP RFC サポート
では、特定のデスクトップ機能が Cisco Unified IP Phone と同じになるように対応し、特定機能の
相互運用性にも対応します。ただし、これらのサードパーティ製 SIP 電話機は、Cisco Unified IP 
Phone の機能をフル装備しているわけではありません。

シスコは、Cisco Developer Network に参加している、Cisco Unified CM と Unified CME SIP の機能
を利用するソリューションを開発している主要なサードパーティ ベンダーと協力しています。
たとえば Tenacity Operating は accessaphone ipTTY という名前のソフトウェア ベースのエンドポ
イントを提供しています。このエンドポイントにより、IP テレフォニー用のターミナル テレタイ
プ（TTY）またはテキスト ベースの通信が有効になります。このソフトウェア ベースのエンドポ
イントは、サードパーティ製の SIP 電話機として Cisco Unified CM に登録および通信できます。

シスコの回線側 SIP の相互運用性の詳細については、次の Web サイトの『Cisco Unified 
Communications Manager programming guide』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager
-callmanager/products-programming-reference-guides-list.html

Cisco Developer Network およびサードパーティの開発パートナーの詳細については、次の Web 
サイトの Cisco Developer Community で入手可能な情報を参照してください。

https://developer.cisco.com

コラボレーションのエンドポイントのハイ アベイラビリ
ティ

呼制御プラットフォームの障害発生時にもサービスを維持するため、シスコのエンドポイント
は登録および呼制御サービスの冗長性に応じて、複数のノードまたは複数のサーバを使用して
設定できます。

Cisco Unified CM 呼制御を使用する場合、直接設定によって、またはブートアップ フェーズ中の 
DHCP によって、コラボレーション エンドポイントは複数の TFTP サーバ アドレスを受け入れ
て処理できます。エンドポイントのブートアップ中にプライマリ TFTP サーバが停止した場合、
エンドポイントはセカンダリ TFTP サーバから設定ファイルを取得できます。

各エンドポイントは、デバイス プールとも関連付けられています。デバイス プールには、1 つ以
上の Unified CM サブスクライバを持つ Unified CM Group が含まれます。これらのサブスクライ
バのリストが、各エンドポイントの設定ファイル内に送信されます。エンドポイントは、リスト
内の 初の（プライマリ）サブスクライバへの登録を試行します。その Unified CM サブスクライ
バが使用できない場合、エンドポイントは、リスト内の 2 番めのサブスクライバ（セカンダリ）へ
の登録を試行します。3 番め以降も同様に続きます。サブスクライバへの登録後は、現在のサブス
クライバに障害が発生すると、エンドポイントは、Unified CM Group 内の優先順位リスト内の別
のサブスクライバにフェールオーバーできます。優先順位の高いサブスクライバが復旧される
と、エンドポイントはそのサブスクライバに再登録します。
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コラボレーション エンドポイントのキャパシティ プランニング
CTI を利用するエンドポイント（デスクフォン制御モードで稼働する Cisco Jabber デスクトップ 
クライアントなど）の場合、CTI サービスの冗長性が必要です。この場合、Unified CM Group 設定
によってノードでの障害発生時にクライアントがプライマリ CTIManager ノードからセカンダ
リ CTIManager ノードにフェールオーバーできるように、複数の Unified CM ノードで Cisco 
CTIManager サービスが稼働している必要があります。

Unified CM クラスタから WAN を介して配置されているエンドポイントのネットワーク障害に備
えるために、エンドポイントの登録に使用するサーバ リスト内に、SRST または拡張 SRST を備え
た、ローカルで使用可能な Cisco Integrated Services Router（ISR）または他の Cisco IOS ルータを構
成することもできます。WAN の障害発生時には、エンドポイントは SRST ルータに登録し、継続し
て音声テレフォニー サービスを提供します（SRST モードでは、サポートされる機能セットがこ
れより小さい場合もあります）。Cisco Jabber および Cisco TelePresence System ビデオ エンドポイ
ントなど、一部のエンドポイントでは SRST がサポートされないことに注意してください。

コラボレーション エンドポイントのキャパシティ プラ
ンニング

Cisco 呼制御プラットフォームは、次のハイレベル エンドポイント機能をサポートします。

• Cisco Unified CM クラスタは、Cisco Business Edition 7000 の一部として配置されている場合
でも、 大 40,000 の SCCP または SIP エンドポイントをサポートします。

• Cisco Business Edition 6000 の一部として配置されている Cisco Unified CM クラスタは、サー
バ タイプに応じて 大 2,500 の SCCP または SIP エンドポイントをサポートします。

• Cisco Business Edition 4000 は、 大 200 の SIP エンドポイントをサポートします。

• Cisco Unified CM Express は、 大 450 の SCCP または SIP エンドポイントをサポートします。

• Cisco Expressway-C クラスタと Expressway-E クラスタのペアでは、 大 10,000 のリモート 
エンドポイント プロキシ登録がサポートされます。

上記の数字は、通常の 大キャパシティです。呼制御プラットフォームで実際にサポートされる
大エンドポイント数は、プラットフォームが実行しているその他すべての機能や、ユーザの

繁時呼数（BHCA）などによって決まります。このため、実際のキャパシティは公称の 大キャパ
シティよりも小さくなることがあります。Jabber デスクトップ クライアントとその他のデスク
フォン制御アプリケーションが動作できる十分な CTI キャパシティを確保できるようにするた
め、システムのサイジング時には Unified CM CTI キャパシティを検討する必要もあります。CTI 
サイジングの詳細については、コラボレーション ソリューション サイジング ガイダンス

（25-1 ページ）の章を参照してください。

呼制御プラットフォームのキャパシティの他に、帯域幅とコールのキャパシティに関してネッ
トワークの容量を考慮する必要があります。Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G や Cisco Jabber 
が稼働する Android スマートフォンなど、ネットワーク エンドポイントのキャパシティが物理
ポートの数ではなく、共有ワイヤレス ネットワークで使用可能な帯域幅とスループットの量に
よって決まる 802.11 ワイヤレス接続デバイスでは、特に注意が必要です。802.11 チャネル セル
あたりの音声およびビデオ コールのキャパシティについては、ワイヤレス コールのキャパシ
ティ（8-37 ページ）を参照してください。

Cisco 呼制御でのエンドポイント キャパシティ（プラットフォーム固有のノードごとのエンドポ
イント キャパシティなど）の詳細については、コラボレーション ソリューション サイジング ガ
イダンス（25-1 ページ）の章を参照してください。
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コラボレーションのエンドポイントの設計上の考慮事項
次に、シスコ エンドポイントを配置するための大まかな設計上の推奨事項を要約したリストを
示します。

• アナログ ゲートウェイは、スタンドアロン デバイスと Cisco IOS マルチサービス ルータの
統合インターフェイス モジュールの両方として使用でき、両方のタイプともに、同じ配置内
で使用できます。会社のロケーション間のアナログ ポート密度の要件を満たすゲートウェ
イまたはアナログ ゲートウェイを 1 つまたは複数選択します。必要なアナログ デバイスに
対応するために適切なポート容量がすべてのロケーションに提供されていることを確認し
ます。

• Cisco IP Phone 8800 シリーズおよび Cisco DX シリーズのエンドポイントの CTI モニタリ
ングおよび制御を可能にするために、デバイスに関連付けられたエンドユーザ設定の [標準 
CTI による接続時の転送および会議をサポートする電話の制御（Standard CTI Allow Control 
of Phones supporting Connected Xfer and conf）] のロールを有効にします。CTI アプリケー
ションがこれらの電話機をモニタリングまたは制御できるのは、このロールが有効にされ
た後です。

• リモート ブランチに対して WAN 経由のエンドポイントのファームウェアのアップグレー
ドにかかる時間を 小にするために、リモート ロケーションでローカル TFTP サーバを配置
することを考慮し、load server パラメータを使用して、このローカル TFTP サーバに対して
その支社のエンドポイントを指定します。または、特定のリモート ロケーションにあるすべ
て、またはほとんどのデバイスがと同じ電話モデルである場合に、ピアのファイル共有

（PFS）機能の使用を検討します。

• Cisco Unified IP デスクトップフォンは、インライン パワー対応のスイッチに接続された場
合、またはインライン パワー インジェクタで配置された場合、Power over Ethernet（PoE）に
よって電力を受けることができます。ダウン タイムを短縮し、外部電源および壁面コンセン
トを不要にするために、インライン パワーの使用を検討します。

• 低速または信頼性の低い WAN リンクで集中型呼処理プラットフォームから分離された支
社ロケーションにシスコのエンドポイントを配置する場合は、ローカル呼処理の冗長性を考
慮することが重要です。各支社ロケーションの Cisco IOS ルータ上で SRST または拡
張 SRST を使用することで、集中型呼処理プラットフォームへの接続が失われた場合でもデ
スクフォンの基本的な IP テレフォニー サービスは維持できます。ただし、デバイスが SRST 
に登録された場合に使用可能な一連の対ユーザ機能は、電話が Unified CM に登録された場
合よりもずっと少なくなります。

• ネットワークの音声とデータ VLAN を分離した配置の場合、通常、データ VLAN に接続され
たデスクトップ コンピュータ上で実行されているシスコのソフトウェア ベースのエンドポ
イントが音声 VLAN 上のエンドポイントと通信できるように VLAN 間ルーティングが設定
および許可されていることを確認します。これは、ディレクトリや管理などのサービスを 
VLAN ベースで提供するデータ リソースに依存する可能性がある音声 VLAN 上のエンドポ
イントの場合でも重要です。

• ワイヤレス ネットワークのリアルタイム トラフィックを生成できるワイヤレス エンドポ
イントおよびモバイル エンドポイントを配置する前に、WLAN サイト サーベイを実行し
て、適切な RF 設計の確認、および干渉源の特定と除去を行う必要があります。これは、
WLAN を通過するコールに対する許容可能な音声およびビデオの品質を保証するために必
要です。

• ワイヤレス エンドポイントがあるロケーションから別のロケーションに移動するときに音
声コールとビデオ コールが中断されないように、会社のセキュリティ ポリシーに準拠する
だけでなく、高速キー再生成または認証を有効にする WLAN の認証および暗号化方式を選
択します。
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• シスコでは、音声およびビデオ トラフィックを生成できるワイヤレス エンドポイントとモ
バイル クライアント デバイスに接続するために、可能であれば、5 GHz WLAN 帯域

（802.11a/n/ac）を利用することを推奨します。5 GHz WLAN は、音声コールとビデオ コールに
対し、スループットを改善して干渉を低減します。2.4 GHz 帯域が無線クライアント デバイ
スとエンドポイントを接続するために使用されている場合は、Bluetooth は避ける必要があ
ります。

• 適切なネットワークおよび呼制御機能を提供し、配置されたエンドポイントの数をサポート
します。まず、呼制御プラットフォームあたりのエンドポイント登録と設定のキャパシティ
を検討します（Cisco Business Edition 7000 の一部として配置される場合を含め、 大で 
Unified CM クラスタあたり 40,000 のエンドポイント。Cisco Business Edition 6000 の一部と
して配置される場合はクラスタあたり 2,500 のエンドポイント。Cisco Business Edition 4000 
に配置する場合は 200 の SIP エンドポイント。または Cisco Expressway 経由での 10,000 リ
モート エンドポイント登録）。次に、無線で接続されたエンドポイントのワイヤレス チャネ
ル セルあたりのコール キャパシティを考慮し、WLAN チャネルあたり 大 27 の双方向音声
専用ストリーム、または 大 8 の同時音声ビデオ ストリームまたはコールであることを確
認します。

• エンドツーエンドのネットワーク インフラストラクチャが、該当するマーキングと再マー
キング、信頼境界、優先および専用の両方の帯域幅クエリを使用したクエリ、レート制限、お
よびポリシングなど、適切な QoS ポリシーを使用して設定されていることを確認し、コレボ
レーション エンドポイントで高品質の音声およびビデオがエンド ユーザに提供されるよう
にします。
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