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このラボについて 
この事前設定済みラボのガイドには、次の内容が含まれています。 

• このラボについて 

• 制限/免責事項 

• カスタマイズ可能なオプション 

• 要件 

• このソリューションについて 

• トポロジ 

• セッション ユーザ 

• はじめに 

• シナリオ 1：Webex Control Hub Organization の初期設定 

• シナリオ 2：Webex Meetings/Message の設定および Room デバイス 

• シナリオ 3：Webex Edge Audio 

• シナリオ 4：Webex ビデオ メッシュ 

• シナリオ 5：Webex ハイブリッド カレンダー サービス 

• シナリオ 6：Webex ハイブリッド メッセージ サービスの設定 

• シナリオ 7：Jabber チーム メッセージング モード  

• シナリオ 8：Webex チームへの O365 の統合  

• シナリオ 9：Webex Calling 
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• シナリオ 10：デバイスの Webex ハイブリッド コール サービス 

• シナリオ 11：Webex Teams クライアント機能 

• シナリオ 12：Webex Board 

• シナリオ 13：Webex ミーティングのトラブルシューティング 

• シナリオ 14：Cisco Webex Control Hub での Pro Pack 

• シナリオ 15：AD FS によるシングル サインオン（SSO）設定 

• 付録 A：Cisco Webex パスワードのリセット手順 

• 付録 B：アプリケーション ユーザの作成と設定 

• 付録 C：クイック ラボ基本設定 

• 付録 D：完全なローカル ゲートウェイ設定  
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制限/免責事項 
このラボで指定された要件を満たすため、これらのシナリオは Cisco Webex Control Hub ソリューションを構成する方法の 1 つを示

すものです。お客様の環境や目標/要件によって、さまざまな方法があります。設計や設置を実際に行う前に、最新のすべてのシスコ公

式マニュアルに必ず目を通してください。このラボは主に教材としての利用を意図しています。特定の情報をお伝えするために、場合

によってはベスト プラクティスに従っていないことがあります。 

カスタマイズ オプション 
このラボに関連するカスタマイズ可能なオプションはありません。 

要件 
表 1 に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 

表 1. 要件 

必須 オプション 

Cisco AnyConnect® クライアント  

ラップトップ  

Cisco マルチプラットフォーム電話機（MPP）（Webex Calling 用） 
デスクトップまたはモバイル通話クライアントも使用可能 

 

Room デバイスには下記のいずれかが必要： 
Cisco Webex DX/SX/Board/Room 55/77/Room Kit/MX 

 

このソリューションについて  

Cisco Webex Teams の概要 
Cisco Webex は、完結したコラボレーション スイートを提供するアプリケーション セントリックなクラウドベースのサービスです。

チームは同じ場所にいても、離れていても、作成、会議、メッセージング、通話、ホワイトボードの利用、共有を行うことができます。

これにより、会議前、会議中、会議後で統合された継続的なワークストリームが実現します。Cisco Webex は、チームのシームレスな

連携を実現するために作られました。仕事の質を高める、シンプル、セキュア、かつオープンな、完結したサービスです。 

コミュニケーションはアジャイル、モバイル、コラボレーティブでなければなりません。これはすべてモバイル デバイスとインフラス

トラクチャとアプリケーションにおいて進化する技術革新によるものです。Cisco Webex サービスは、業界をリードするコミュニケー

ション ツールを緊密に統合して、瞬時のコミュニケーションとリアル タイムの会議を可能にし、これまでにないコラボレーション体

験を実現します。こうしたメリットを提供できるのは、Cisco®のクラウドのみです。Webex Teams には継続的なデリバリ モデルがあ

ります。このモデルでは、機能が定期的にリリースされます。help.webex.com をチェックして常に最新の情報を確認してください。 

チームワークを促進するためのツール 
メッセージングとコンテンツ シェアリング：チームとスペースを利用して、簡単につながることができます。メッセージ送信、会議、

ファイル共有、ホワイトボード機能により、電子メールやインスタント メッセージを追いかける時間が短縮され、仕事に集中できます。 

チームベースの会議：生産性が最大になります。スペース内では誰でも会議のスケジュール設定、開始、記録ができます。ゲストを簡

単に追加し、最大 75 人のビデオ ユーザに対応できます。会議後も、接続されたワークスペースで作業を継続できます。 

https://help.webex.com/�
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ホワイトボード：アプリでスケッチを共有できます。また Cisco Webex Board のオールインワン ワイヤレス プレゼンテーション、デ
ジタル ホワイトボード、ビデオ会議によって、Cisco Webex Teams の機能をさらに高めることも可能です。 

通話：アプリ、IP 電話、または会議室用ビデオ デバイスで、どこでも通話ができます。Cisco Webex Calling でクラウドに導入するこ
とも、オンプレミスまたはパートナーがホストするテレフォニー サービスに接続することも可能です。 

統合およびボット：Webex Teams™ でつながることで、限られたシステムとアプリでの運用が可能になります。統合機能によりワー
クフローを合理化し、ボットでアクションを自動化できます。詳細については、Webex App Hub [英語] を参照してください。 

 

 

Cisco Webex ハイブリッド サービス 
Cisco Webex ハイブリッド サービスを使用して、オンプレミスのユニファイド コミュニケーションとコラボレーションの効果を向上
します。このサービスは、既存のネットワーク リソースとオンプレミスのユニファイド コミュニケーション サービスをクラウド内の Cisco 

Webex Teams プラットフォームに接続するのを簡素化します。これにより、非常に優れたコラボレーション機能が提供されるととも
に、一貫性のある統一されたユーザ エクスペリエンスおよび管理者エクスペリエンスが実現されます。 

コラボレーション サービスをクラウドから選択する組織がますます増加しています。その理由は何でしょうか。クラウド サービス： 

• 導入が容易で迅速 

• オンプレミス システムの先行設備投資が不要 

• IT スタッフの負荷を軽減して、他の優先事項に注力できる 

https://apphub.webex.com/�
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しかし多くの組織では、すべてのサービスをクラウドに移行することが不可能であるか、あるいはそれを望んでいません。オンプレミ

スで保有するすべての資産を更新するには時期尚早である場合が多く、単に既存のコラボレーション ツールをクラウドのツールで強化

したいと考える組織も少なくありません。しかしながら、クラウドとオンプレミスのツールが混在し、それらが一体となって機能して

いない場合には、ユーザ エクスペリエンスおよびツールの一貫性がなくなり、分断につながる危険性もあります。 

シスコはこの問題を、Cisco Webex ハイブリッド サービスによって解決します。このサービスでは、オンプレミスで保有する資産とクラウド

内の Cisco Webex Teams を接続することで、統合された単一のエクスペリエンスを実現します。Webex Teams の機能を必要とする組織では、

その機能を現在展開している資産と統合することで、優れたエンドユーザ エクスペリエンスや管理者エクスペリエンスを実現できます。 

利用可能なハイブリッド サービス 
ハイブリッド カレンダー サービス：このサービスでは、オンプレミスの Microsoft Exchange、Office 365、または Cisco Webex Teams およ

び Cisco Webex Meetings 機能付き Google カレンダーが統合されます。ハイブリッド カレンダー サービスでは、会議をスケジュールすると

きに、Cisco Webex Teams ワークスペースを簡単かつ自動的に作成できます。たとえば、会議の招待状の場所欄に「@meet」という語句を

追加すると、自動的に Cisco Webex Teams ワークスペースが作成され、会議の招待状に会議参加情報が入力されます。ワークスペースが不

要な場合は、招待状の場所フィールドに「@webex」という語句を追加すると、会議の参加情報が自動的に入力されます。ハイブリッド カレ

ンダー サービスを使用すると、Cisco Webex ユーザは 1 つのボタンを押すだけで、アプリ内およびビデオ デバイス上のほぼすべての会議に

参加できます。 

ハイブリッド ディレクトリ サービス：このサービスでは Active Directory を Cisco Webex Teams に接続し、Cisco Webex Teams ア

プリからすべての社内連絡先を参照できるようにします。これによりクリックするだけで会議、メッセージ、通話を実行できます。ま

た、Microsoft Active Directory と Cisco Webex Teams ユーザ管理システム間のユーザ同期を実現します。ハイブリッド ディレクトリ 

サービスでは、Microsoft Active Directory ユーザと Cisco Webex Teams を自動的に同期する（作成、更新、削除する）ことで管理エ

クスペリエンスを簡素化し、Cisco Webex Teams のユーザ情報を常に最新の状態に維持します。 

Cisco Webex Video Mesh：この革新的な機能により、Cisco Webex ビデオ会議機能をオンプレミスまたはクラウドのどちらに導入

するかという判断が不要になります。このサービスでは、Cisco Webex Meetings エンジンをオンプレミスに配置して、ローカルでメ

ディア処理を行います。それにより、オンプレミスのビデオ品質と最適化されたインターネット帯域幅を実現します。また同時に、ク

ラウドの新機能がシンプルさと柔軟性をもたらし、迅速な反復を可能にします。 

Hybrid Data Security サービス：セキュリティを重視するお客様に最適なシスコの Hybrid Data Security サービスは、お客様がオンプ

レミスで独自のキーを所有および管理できるようにすることで、業界定義のデータ セキュリティをさらに一歩進めます。エンドツーエ

ンドの暗号化も使用して、すべてのメッセージ、ファイル、およびホワイトボードが常に安全で利用可能な状態に保たれ、検索などの

機能へのフル アクセスが維持されるようになります。Cisco Webex Teams では、データはプライベートになります。これには、すべ

てのコンテンツ、メッセージ、およびファイル（ホワイトボードの描画）が含まれます。 

Cisco Webex デバイスのハイブリッド コール サービス：このサービスはユーザに最大限の柔軟性を提供できることから、オンプレミ

スとクラウドの登録済みエンドポイントの組み合わせを使用する組織に最適です。 

ハイブリッド コール サービスを使用して、Cisco Webex プレースに追加される Room、デスク、および Cisco Webex Board デバイ

ス向けのハイブリッド コール機能を提供できます。Cisco Webex デバイスはクラウドに登録され、ハイブリッド コール サービスで有

効化されると、企業にも接続します。プレース内の Cisco Webex デバイスは、既存のオンプレミス ダイヤル プランの一部となり、こ

れらのデバイスはユーザの内線番号または PSTN にコールしたり、着信コールを受信したりできるようになります。 

この機能により、エンド ユーザのオンプレミスで登録されたデバイスとクラウドに登録されたデバイス間のシームレスな移行を実行できます。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 6/160 ページ 
  

トポロジ 
このデモンストレーションでは、サーバとして仮想マシンを数台使用します。ほとんどのサーバは、管理者レベルのアカウントを使う

ことで自由に設定できます。管理者アカウントの詳細については、関連するラボ ガイドの手順およびサーバ詳細表で説明しています。 

図 1. dCloud のトポロジ 

 

表 2. 機器の詳細 

名前 説明 ホスト名（FQDN） IP アドレス ユーザ名 パスワード 

CUCM1 Cisco Unified Communications Manager 12.5 cucm1.dcloud.cisco.com 198.18.133.3 administrator dCloud123! 

IM & P IM & Presence 12.5 cup1.dcloud.cisco.com 198.18.133.4 administrator dCloud123! 

Exp-C Expressway-C（Core）X12.5 vcsc.dcloud.cisco.com 198.18.133.152 admin dCloud123! 

Exp-E Expressway-E（Edge）X12.5 vcse.cbXXX.dc-YY.com パブリック IP（セッ
ションの詳細を参照） 

admin dCloud123! 

Exp-Base Expressway-C Connector Host X12.5 exp-cc.dcloud.cisco.com 198.18.133.223 admin dCloud123! 

ESXi ホスト VMware ESXi 6.5 ホスト  esxi1.dcloud.cisco.com 198.18.134.27 root dCloud123! 

Webex-VMN Cisco Webex Video Mesh ノード vmn1.dcloud.cisco.com 198.18.135.21 admin dCloud123! 

ローカル ゲート
ウェイ 

CSR1000V N/A 198.18.133.226 admin dCloud123! 

AD1 Active Directory、DNS、AD FS  ad1.dcloud.cisco.com 198.18.133.1 administrator C1sco12345 

Exchange Microsoft Exchange 2016 mail1.dcloud.cisco.com 198.18.133.2 administrator C1sco12345 

Workstation 1 Windows 10 wkst1.dcloud.cisco.com 198.18.1.36 cholland C1sco12345 

Workstation 2 Windows 10 wkst2.dcloud.cisco.com 198.18.1.37 aperez C1sco12345 

Workstation 3 Windows 10 wskt3.dcloud.cisco.com 198.18.1.38 kmelby C1sco12345 
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セッション ユーザ 
表 3 には、セッションで使用可能な事前設定済みのユーザについての詳細が記載されています。 

表 3. ユーザの詳細 

ユーザ名 ユーザ ID パスワード エンドポイント デバイス 内線番号 導入モデル 

Charles Holland cholland C1sco12345 Cisco Jabber/Teams 6018 ハイブリッド 

Anita Perez aperez C1sco12345 Cisco Jabber/Teams 6017 ハイブリッド 

Kellie Melby kmelby C1sco12345 Cisco Jabber/Teams 6050 ハイブリッド 

Rebekah Melby kmelby C1sco12345 Cisco Calling App または MPP 86022 クラウド 

Taylor Bard tbard C1sco12345 Teams/Cisco Calling App または MPP 86021 クラウド 

始める 
プレゼンテーションの前に 

Cisco dCloud では、実際の対象者の前でプレゼンテーションを行う前に、アクティブなセッションを使用して、このドキュメン

トのタスクを実施しておくことを強く推奨します。そうすることで、ドキュメントとコンテンツの構成に慣れることができます。 

場合によっては、環境を元の構成にリセットするため、このガイドに従った後に新しいセッションをスケジュールする必要があ

ります。 

プレゼンテーションを成功させるには入念な準備が不可欠です。 

 

DCloud のスケジュールされたデモの場合 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る]（講師がいる場合はスキップ） 

注：セッションがアクティブになるまで、最長で 45 分かかることがあります。 

2. [表示（View）] をクリックして、アクティブ セッションを開きます。（講師がいる場合はスキップ）。 

3. dCloud UI で AnyConnect のクレデンシャルを使用して、ラップトップに Cisco AnyConnect をインストールし、アクセスします。

[手順を見る] [英語] 

4. スタンドアロンのラップトップまたは他のデバイスから直接セッションに接続する場合は、ラップトップに Cisco AnyConnect を

インストールし、Cisco dCloud ユーザ インターフェイスで AnyConnect のクレデンシャルを使ってアクセスします。[手順を見る] 

[英語]。 

• 推奨方法：Cisco AnyConnect [手順を見る] [英語] およびラップトップのローカル RDP クライアントを使用します。 

• Windows ユーザ：各仮想マシンに接続を保存する場合、いずれかのバージョンの Remote Desktop Manager を使用すること

をお勧めします。マネージャの例としては、Microsoft の Remote Desktop Connection Manager

（https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989 [英語]）があります。 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session�
http://dcloud-rtp-web-1.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html�
http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html�
http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html�
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989�
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• Mac ユーザ：仮想マシンに接続するには、Microsoft Remote Desktop（MRD）[ ] または CoRD [ ] アプリケーションを
使用することをお勧めします。MRD は、Mac App Store から無料でダウンロードできます。CoRD は http://cord.sourceforge.net/  

[英語] から無料でダウンロードできます。どちらかのアプリケーションを使用することで、各仮想マシンの接続を保存できます。
Mac に付属している Microsoft リモート デスクトップ クライアントは使用しないでください。AD1 および Mail1 仮想マシンとの
接続にセキュリティ上の問題があります。 

5. このラボでは、Multiplatform Phone（MPP）ファームウェアでデスク フォンをロードする必要があります。 

6. Room デバイス（DX/SX/Room Kit/Room 55-70/MX/Webex Board）でも CE8.3 以降のファームウェアが必要です。講師がいる
場合は、講師が適切なファームウェアを Room デバイスにインストールしているはずです。Room デバイスを更新するもう 1 つの
方法として、cisco.com から .pkg ファイルをダウンロードして、デバイスを直接アップグレードすることもできます。ヒント：
アップグレード プロセスについては、http://upgrade.cisco.com/ [英語] を参照してください。 

• 使用中の DX で Android ソフトウェアが実行されている場合は、CE に移行する必要があります。移行の方法については、

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce82/dx80-dx70-convert-between-CE-android-bas
ed-software.pdf [英語] を参照してください。 

7. 端末に適切なファームウェアがインストールされたことを確認したら、端末が初期設定の状態でない場合、各端末を初期設定にリ
セットしてからラボを開始します（講師がいる場合はスキップ）。 

注：最良の結果を得るため、Web ブラウザには Firefox または Chrome を使用してください。 

8. Cisco Webex ハイブリッド サービスのデモンストレーションを行うために、ラボでは Cisco Jabber を使用します。また、dCloud ルータ
を追加し、任意の物理電話でセルフプロビジョニングを実行することで、ハイブリッド サービスのデモンストレーションを行うことも
できます。 

9. このラボを実行するには、dCloud ダッシュボードのセッション ページにある、[セッションの詳細（Session Details）] タブの情
報が必要になります。Collaboration Edge ドメイン情報を取得してください。各クライアントは固有のドメインを使用します。次
の図は 1 つの例を示しています。実際のセッションで次の図の情報は使用しないでください。ラボの間に参照できるように、この
情報をメモしておくことを強くお勧めします。 

図 2. [セッションの詳細（Session Details）] タブの例 

 

http://cord.sourceforge.net/�
http://upgrade.cisco.com/�
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce82/dx80-dx70-convert-between-CE-android-based-software.pdf�
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce82/dx80-dx70-convert-between-CE-android-based-software.pdf�
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シナリオ 1： Cisco Webex Control Hub Organization の初期設定 

このシナリオでは、最初の管理者アカウントを設定し、Active Directory からユーザをインポートするプロセスを実行します。このト

ライアルはすでに開始されています。また、組織管理者である Charles Holland はパスワードをすでに dCloud123 に設定しています。

顧客トライアルを作成する手順は次のリンクより確認できます。https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/npv2y12  

トライアルを作成して Charles のパスワードを設定するための初期の自動化スクリプトが正しく実行されたか確認します。 

1. まだ接続していない場合は、Cisco AnyConnect を使用して、ラボ セッションに VPN 接続します。ログイン クレデンシャルは、

講師から提供されるか、アクティブなセッションの [セッションの詳細（Session Details）] タブに記載されています。 

2. Workstation 1（198.18.1.36）への RDP 接続を作成し、ユーザ名：dcloud\cholland、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

3. タスクバー [ ] のアイコンを使用して Microsoft Outlook を開きます。 

4. プロファイル名として Charles と入力し、[OK] をクリックします。 

図 3. 新しいプロファイル 

 

5. [受信トレイ（Inbox）] に、「Cisco Webex サービス トライアルへようこそ（Welcome to Cisco Webex Trial）」という件名の

電子メールと「パスワードが更新されました（Your password was updated）」という件名の電子メールがあります。これらの

電子メールのいずれかまたは両方が表示されない場合は、Charles のパスワードを手動で設定する必要があります。 

注：Directory Connector を含む初期組織構成に詳しい場合は、クイック セットアップ オプションで、ラボ ユーザとパスワードを作
成または構成できます。Directory Connector の手順をスキップして、ラボの他のシナリオに進み、そこから始めたいユーザのための
ものです。これを実行する場合は、「Cisco Webex サービストライアルへようこそ」および「パスワードが更新されました」という
電子メールが [受信トレイ（Inbox）] にあるか確認してから、付録 C に行き、ラボ ユーザ セットアップを実行する自動スクリプトを
実行します（これらの電子メールが存在しない場合は、admin.webex.com に cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123! でログイ
ンしてみてください。正常にログインできる場合は、スクリプトを実行できます。付録 A に示すようにパスワードのリセットが完了し
ていない場合は、付録 C でスクリプトを実行してください）。スクリプトが完了したら、Webex の基本資格情報でログインします。
ユーザの作成およびパスワードの設定に併せて、メッセージ、会議、コールが各ラボ ユーザ用に構成されます。ユーザのパスワードは
すべて dCloud123! に設定され、ガイド中のパスワード設定の手順をスキップできます。 

 

6. Chrome Web ブラウザで https://admin.webex.com を開き、cholland@cbXXX.dc-YY.com を入力します。[サインイン（Sign In）] 

をクリックします。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/npv2y12�
https://admin.webex.com/�
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7. パスワード dCloud123! を入力し、[サインイン（Sign In）] をもう一度クリックします。 

8. プロンプトが表示されたら [承認（Accept）] をクリックします。 

ユーザ ライセンスの自動割り当て 
1. Control Hub で、すべての新しいユーザにユーザ ライセンスを自動的に割り当てることができます。これを行うには、自動割り当

てテンプレートを作成します。 

2. Control Hub で、[ユーザ（Users）] に移動し、[ユーザの管理（Manage Users）] をクリックします。 

3. [ライセンス（Licenses）] セクションで、[自動割り当てテンプレートの設定（Set up Auto-Assign Template）] をクリックします。 

4. [メッセージング（Messaging）] 列で、Cisco Webex Teams の横にあるチェックボックスをオンにします。 

5. ご覧のように、このページに他のライセンスを割り当てることができます。ここでは、1 つのメッセージング ライセンスを割り当
てるだけです。 

6. [次へ（Next）] をクリックし、[保存（Save）] をクリックします。 

7. [ユーザの管理（Manage Users）] をもう一度クリックします。 

8. [ライセンス（Licenses）] セクションに [アクティブ（Activated）] と示されています。 

9. 省略記号 [ ] をクリックします。 

10. ここで、既存のテンプレートを変更、非アクティブ化、または削除できます。 

10. 設定はそのままにします。 

11. [ユーザの管理（Manage Users）] ウィンドウを閉じます。 

次のセクションでは、ディレクトリ コネクタを使用してユーザをインポートします。 

注：この時点で、Directory Connector を使用してユーザをインポートすると、ユーザ アカウントのステータスが [招待保留中（Invite 

Pending）] ではなく、[アクティブ（Active）] になるまで、Control Hub にライセンスの割り当ては表示されません。ユーザが初めて

ログインすると、ユーザ アカウントがアクティブになり、自動割り当てテンプレートで設定されたライセンスが割り当てられます。 

O365 事前設定（オプション） 
ラボの後半では、Microsoft O365 との統合を作成します。統合を実行するには、独自の O365 サイトが必要です。O365 サイトがない

場合は、O365 トライアルをすぐに作成できます。O365 トライアルの作成プロセスを完全に設定するには時間がかかる（60 分以上）

ため、ここで 0365 トライアルを開始して、シナリオを開始するまでにプロセスをすべて完了しておくことを強くお勧めします。O365 

の統合を予定している場合は、ここをクリックしてそのシナリオに進み、O365 トライアルの初期の作成を完了してください。O365 統

合シナリオを実行する予定がない場合は、ラボを続行できます。 

Directory Connector の設定 
Cisco Directory Connector は、ID 同期のためのオンプレミス アプリケーションです。Directory Connector は、Active Directory とバッ

クエンドのシスコ ID ストアを同期し、ユーザが Cisco Webex Meetings や Cisco Webex Teams などのシスコ サービスをシームレス

に使用できるようにするために不可欠なツールです。 
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このラボでは、ドメインから Cisco Webex にユーザをインポートするための Active Directory サーバがあります。Directory Connector 

は、Workstation 1 にインストールされます。Directory Connector は、Windows ドメインの信頼されたどのメンバーにもインストー

ルできます。ラボの時間を短縮するために、Directory Connector は事前にインストールされています。インストール ファイルは、顧

客管理ポータルの [ユーザ（Users）] > [ユーザの管理（Manage Users）] > [ディレクトリ同期化をオンにする（Turn on Directory 

Synchronization）] 画面からアクセスできます。 

注：Directory Connector の詳細については、『Directory Connector 管理者ガイド』 [英語] をダウンロードして確認してください。 

1. Chrome と Outlook を最小化します。タスクバーまたはタスクバーの検索ボックスの検索アイコン [ ] をクリックし、Cisco 

Directory Connector を検索します。見つかったらアプリケーションアイコン [ ] をクリックします。 

2. [Webexにサインイン（Webex sign in）] 画面で、cholland@cbXXX.dc-YY.com と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

3. 次のボックスにパスワード dCloud123! を入力し、dcloud.cisco.com をドメインとして [サインイン（Sign In）] をクリックします。 

4. [AD DS] のオプション ボタンをクリックし、[確認（Confirm）] をクリックします。 

5. Directory Connector が開いたら、画像（アバター）と合わせてユーザが同期されるように設定します。 

6. [あとで行う（Not Now）] をクリックして、リハーサルを延期します。 

7. 上部にある [設定（Configuration）] タブをクリックします。 

8. [オブジェクトの選択（Object Selection）] タブをクリックすると、同期するユーザを指定できます。 

[オブジェクトの選択（Object Selection）] ページでは、同期するユーザを選択できます。Directory Connector は、デフォルトではド

メインのユーザとグループ全体を同期します。このラボでは、特定の組織単位（OU）内のユーザのみを同期します。 

9. [グループ（Groups）] チェックボックスをオフにします。 

10. [同期するオンプレミスベースのDN（On Premises Base DNs to Synchronize）] セクションにある [選択（Select）] ボタンをクリッ
クします。 

11. [DC=dcloud,DC=cisco,DC=com] の一番上にあるボックスをオフにして、すべてのチェックボックスの選択を解除します。 

12. [dCloud] チェックボックスをオンにして、[選択（Select）] をクリックします（dCloud コンテナのみ選択してください）。 

図 4. OU の選択 

 
  

https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory�
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13. クラウド組織名の例外を除いて、[オブジェクトの選択（Object Selection）] ページが下のスクリーンショットのようになります。 

図 5. [オブジェクトの選択（Object Selection）] タブ 

 

14. [アバター（Avatar）] タブをクリックして、[有効（Enabled）] チェックボックスをオンにします。 

図 6. アバターの有効化 

 

15. [アバターのURIパターン（Avatar URI Pattern）] ボックスに次の URI を入力します。 

http://ad1.dcloud.cisco.com/dCloud/directory/{mail: .*?(?=@.*)}.jpg 

注：デスクトップに Pattern.txt というテキスト ドキュメントがあり、そこからパターンをコピーできます。 

16. 画面の最下部にある [適用（Apply）] をクリックします。 

17. ポップアップで、[設定変更の適用（Apply Config Changes）] をクリックします。 

同期のドライランを完了し、適切なユーザが同期されることを確認します。 

18. 上部にある [ダッシュボード（Dashboard）] タブをクリックします。 

19. [同期のリハーサル（Sync Dry Run）] ボタン [ ] をクリックし、[OK] をクリックします。 

組織に追加される 7 ユーザ [ ] が表示されます。また、一致する 1 つのオブジェクトが Charles Holland のアカウント

であることがわかります。これが表示されない場合は、設定をもう一度確認します。 
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20. [完了（Done）] をクリックします。 

次に同期を有効にします。 

21. [アクション（Actions）] メニューをクリックし、[同期モード（Synchronization Mode）] > [同期の有効化（Enable Synchronization）] 

の順に選択します。 

図 7. 同期の有効化 

 

22. すでにドライ ランを実行しているため、ポップアップで [いいえ（No）] をクリックします。 

23. ポップアップで [すぐに有効化（Enable Now）] をクリックして、同期を有効にします。 

次に完全同期を行います。 

24. [アクション（Actions）] メニューをクリックし、[すぐに同期（Sync Now）] > [完全（Full）]  の順に選択します。 

図 8. 完全同期 

 

25. ポップアップで [はい（Yes）] をクリックします。 

26. [現在の同期（Current Synchronization）] セクションで、ユーザの作成とアバターのアップロードの進行状況を確認できます。同期が完

了すると、[前回の同期（Last Synchronization）] セクションに  のようにステータスが表示されます。 

注：同期のエラー/警告が表示された場合は、完全同期をやり直してください。エラー/警告を [イベント（Event）] ビューで確認する

こともできます。それには、Directory Connector の [イベントビューアーの起動（Launch Event Viewer）] ボタンをクリックします。

次に、[アプリケーションとサービスのログ（Applications and Services Logs）] > [Cisco Directory Connector] の順に移動して、す

べてのイベントを表示させます。 

27. Webex Control Hub（https://admin.webex.com）に接続されている Workstation 1 で開いた Chrome Web ブラウザを最大化して、

ユーザが同期されたことを確認します。 

https://admin.webex.com/�
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28. ポータルで、[ユーザ（User）] タブ [ ] をクリックします（すでに存在する場合はページを更新します）。 

29. 8 人のアクティブ ユーザとアバター、電子メールと名前などのユーザ情報のリストが表示されます。 

注：ユーザは、Webex Teams にログインして、アカウントをアクティブ化し、パスワードを設定するまで [招待保留中（Invite Pending）] 

ステータスのままになります。 

30. 現時点では、Charles が組織内の唯一の管理者になっています。もう 1 人のエンジニア Taylor Bard が、Webex Control Hub に対

する管理アクセスを必要としています。ユーザ リストから [Taylor Bard] を選択します。 

31. ポップアップ ウィンドウで、[ロールとセキュリティ（Roles and Security）] から [管理者の役割（Administrator Roles）] を選択

します。 

32. [フル管理者権限（Full administrator privileges）] オプション ボタンをクリックします。 

図 9. サーバ管理者の権限 

 

33. [保存（Save）] をクリックします。 

34. Workstation 1 で Directory Connector を閉じます。 

これで、顧客のオンプレミスの Active Directory を同期し、Cisco Webex Control Hub の組織にユーザを設定し、完全な権限を持つも

う 1 人の管理者を組織に割り当てました。 
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シナリオ 2： Cisco Webex Meetings、メッセージ、および通話の設定 

このシナリオでは、Cisco Webex Meetings、メッセージ、通話を設定します。 

ラボでの時間短縮のために、これらのサービスでは 2 人のユーザだけを手動で設定します。このラボの後半では、ユーザを一括設定で

きます。また、Room デバイス（DX/SX/Room Kit/Room 55-70/MX/Webex Board）も設定します。 

Taylor Bard と Kellie Melby の Webex サービスの設定 
1. お客様の Webex Control Hub で、[ユーザ（Users）] タブをクリックします。 

2. ユーザ リストから [Taylor Bard]  を選択します。 

3. [Taylor] をクリックすると、右側からポップアップ ウィンドウが表示されます。ウィンドウ内の [サービス（Services）] セクショ

ンで [編集（Edit）] をクリックします。 

4. 開いたフライアウト ウィンドウでは、（[メッセージング（Messaging）] 列と [ミーティング（Meeting）] 列の）[Cisco Webex Teams] 

と [Webex Teams 会議（Webex team meetings）] の 2 つのボックスがオンになっています。なっていないければオンにし、[保

存（Save）] をクリックします。 

5. ここまでで、ユーザの Webex メッセージと会議を設定しました。次に Kellie というユーザを特定して、同じ 2 つのサービスを設

定します。 

2 人のユーザの Webex Teams のメッセージと基本の会議サービスをすばやく設定できました。 

Room デバイスの設定 
この演習では、Room デバイス（DX/SX/Room Kit/Room 55-70/MX/Webex Board）を登録します。まず、組織の Webex Assistant も

オンにします。 

1. Cisco Webex Control Hub（https://admin.webex.com [英語]）にログイン中のもう 1 つのブラウザ ウィンドウに戻ります。ブラ
ウザがログアウトしている場合は、ユーザ名：cholland@cbXXX.dc-YY.com 、パスワード：dCloud123! でログインします。 

2. [設定（Settings）] タブをクリックします。 

3. [Cisco Webex アシスタント（Cisco Webex Assistant）] セクションまでスクロールし、チェックボックスをオンにして有効にします。 

これで、組織内のサポートされているすべてのデバイスで Webex Assistant が有効になります。サポートされているデバイスの一覧と

使用方法については、こちらをご覧ください。ユーザは、[設定（Settings）] メニューで各デバイス上の Webex Assistant を個別にオ

ン/オフすることができます。 

4. [デバイス（Devices）] タブをクリックします。 

5. [端末を追加（Add Device）] ボタンをクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。 

6. [場所（Place）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

7. [新規の場所（New Place）] を選択し、表示されるボックスに場所の名前を入力します。 

https://admin.ciscospark.com/�
https://help.webex.com/ja-jp/5p6fr2/Use-Webex-Assistant-to-Control-Your-Room-Device�
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8. [次へ（Next）] をクリックします。 

9. [その他のCisco Webexデバイス（Other Cisco Webex Device）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

次の画面には、DX/SX/Room Kit/Room 55-70/MX/Webex Board に入力する 16 桁のコードが表示されます。このコードはこれ以降の

手順で使用します。以下の手順は、このラボで推奨されている、初期設定の状態から開始しています。 

10. Room デバイスの [ようこそ（Welcome）] 画面で、青い右矢印をタップします。次の画面で同じボタンをタップします。 

[通話サービスの選択（Choose a call service）] で、[Cisco Webex] を選択します。 

11. 管理ポータルで示された 16 桁のコードを入力し、[選択（select）] を押します。ホーム画面が表示されるまで、設定を続けます。 

12. 管理ポータルに戻り、[ ] をクリックします。 

Room デバイスが Cisco Webex に登録されます。登録されたシステムは、Cisco Webex Control Hub の [デバイス（Devices）] ペー

ジにオンラインとして表示されます。 

Room デバイスの管理 
場合によっては、会議室内の複数の端末のペアリングのために、超音波のボリュームを下げるなど、ビデオ会議端末の設定を変更する

必要があります。Cisco Webex 管理ポータルでは、Room デバイスの設定を簡単に更新できます。 

注：このセクションでは、コンピュータと Room デバイスが同じネットワーク上にあること、またはコンピュータからネットワークを介し

て Room デバイスにアクセスできることを確認する必要があります。同じネットワーク上にあり、スプリット トンネリングのため AnyConnect 

で dCloud に接続している場合は、アクセスできるはずです。デバイスにアクセスできない場合は、AnyConnect からの切断が必要になる

ことがあります。ラボ内の Workstation 1 または Workstation 2 仮想マシンから Room デバイスにアクセスすることはできません。 

1. Cisco Webex Control Hub（https://admin.webex.com）にログイン中のもう 1 つのブラウザ ウィンドウ（ラボ内の Workstation 1 

ブラウザではない）に戻ります。ブラウザがログアウトしている場合は、ユーザ名：cholland@cbXXX.dc-YY.com、パスワード：

dCloud123! でログインします。 

2. [デバイス（Devices）] タブをクリックします。 

3. 前のセクションで追加したビデオ会議端末を選択します。 

4. ポップアップ ウィンドウでページの一番下までスクロールし、[デバイスのウェブインターフェイス（Open the web interface of the 

device）] をクリックします。[続行] を選択します。 

5. 新しいタブで [セットアップ（Setup）] > [設定（Configuration）] に移動し、[音声（Audio）] をクリックします。 

6. 中の下部に、[超音波（Ultrasound）] セクションの下部で、最高レベル（MaxLevel） を 20 に設定し、[保存（Save）] をクリッ

クします。 

注：複数の Room デバイスがあるトレーニング環境では、必要に応じてボリュームをさらに下げて、周りの人の端末とのペアリングを

防止してください。ボリュームを下げた場合は、ペアリングさせる Room デバイスに端末を近づけます。 

7. 管理ページを自由に調べて、その他の設定を確認してください。終了したら、ビデオ会議端末のタブを閉じます。 

https://admin.ciscospark.com/�
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デバイスのブランディングと画面テキストのカスタマイズ 
管理者は、Control Hub を使用して、デバイスにブランディングを設定し、デバイスに表示されるメッセージをカスタマイズすること

もできます。 

1. お客様の Webex Control Hub で、[設定（Settings）] タブをクリックします。 

2. [ブランディング（Branding）] セクションまでスクロールします。ブランディングを変更できるさまざまなオプションがあります。

各種オプションを表示するには、[例を参照する（See examples）] リンクをクリックします。 

3. 異なる状態に目を通したら、[完了（Done）] をクリックします。 

4. [すべてのデバイスに対する貴社のブランドビジュアルをアップロードする（Upload your company’s brand visuals for all devices）] 

オプション ボタンを選択します。 

アップロード ボックスの下のテキストが表示され、ブランド イメージとロゴの推奨サイズが確認できます。3840X2160 ピクチャや 

272x272 イメージなど Google イメージ検索をすばやく実行して、テストに使用するサンプルのブランド イメージまたはロゴを見つ

けることができます。 

5. 背景やロゴのイメージを取得したら、ボックスを使用してイメージをアップロードし、[保存（Save）]、[続行（Continue）] の順

にクリックします。 

6. しばらくすると、イメージが Room デバイスに表示されます。 

また、デバイスにカスタム メッセージを追加することもできます。 

7. [設定（Settings）] ページの [サポート（Support）] セクションまでスクロールします。 

8. [サポート（Support）] セクションで [デバイス（Devices）] セクションを探します。 

9. [すべてのデバイスに対するカスタムサポートテキストを定義する（Define a custom support text for all devices）] オプション ボ

タンを選択します。 

10. メッセージを入力して完了したら、[保存（Save）]、[続行（Continue）] の順にクリックします。 

画面の左下にメッセージが表示されます。設定の反映に時間がかかる場合があります。 

Cisco Webex Teams モバイル アプリ 
1. 現在の設定の機能をテストする前に、iOS または Android デバイスでアプリ ストアを開き、Cisco Webex Teams アプリをダウン

ロードします。すでに Cisco Webex Teams がインストールされている場合は、一度ログアウトします。 

2. Cisco Webex Teams に Taylor Bard（tbard@cbXXX.dc-YY.com）として、パスワード dCloud123! を使用してサインインしま

す。プロファイルの初期設定画面をスキップして、アプリケーションにアクセスします。Kellie Melby（kmelby@cbXXX.dc-YY.com）

としてパスワード dCloud123! を使用して別のクライアントにサインインします（メールアドレスを入力した後にアクティベーショ

ン メッセージを受信した場合は、以下の注を参照してください）。 
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注：ラボ ユーザとしてログインして、ユーザ アカウントをアクティブにするように求められた場合はいつでも、アクティブ化するユー

ザの電子メールにアクセスする必要があります。これを行うには、https://mail1.dcloud.cisco.com/owa に移動し、

dcloud\username/C1sco12345 を使用してサインインします（ユーザ名は常に最初のイニシャルと姓です）。セッション VPN で独

自のブラウザを使用するか、ラボ内のワークステーションのいずれかから接続する必要があります。電子メールにログインした後、Webex 

Teams アカウントの有効化に関する最新の電子メール アドレスを探します。電子メールが表示されない場合は、前に示したログイン ペー

ジの [再送信（Resend）] リンクをクリックします。電子メール内の [今すぐ開始する（Get Started Now）] リンクをクリックした後、 

プロンプトが表示されたら、dCloud123! のパスワードを入力します（6 桁の番号が記載された電子メールを受け取った場合は、その

番号を前の Web ページに入力します）。 

3. アプリでは [プロキシミティ（Proximity）] がデフォルトでオンになっているため、アプリを開くと、[メッセージ（Message）] リ

ストにビデオ会議端末が表示されています。ペアリングが行われない場合は、モバイル デバイスを Room デバイスに近づけてく

ださい。複数の Room システムがあるトレーニング環境では、モバイル デバイスと適切な Room デバイスのペアリングが難しい

場合があります。 

4. Taylor を Room デバイスに接続したまま、Kellie を検索して、彼女と通話し、Kellie のクライアントからの通話に応答します。 

5. エンドポイントをミュートして、フィードバックを停止します。 

6. Cisco Webex Teams アプリにコールが表示されたら、Room デバイスから応答します。Kellie のクライアントをミュートして、フィー

ドバックを停止します。 

7. Room デバイスとクライアントがビデオ通話を行っています。 

8. 画面上でタップして、メニューオプションを表示し、示されたボタン [ ] をタップして、Room デバイスからの通話

を移動します。これにより、[通話を移動（Move Call）] オプションを選択する追加のメニューが表示されます。[通話を移動（Move 

Call）] をタップすると、検出されたデバイスの通知を確認できます。[移動（Move）] ボタンをタップするだけです。 

9. コールがモバイル デバイスに移動したら、[ ] ボタンをタップします。 

10. これで、モバイル デバイスと電話機の間にビデオ コールが確立されます。 

11. デバイスから通話を戻すには、上記の手順 7 を繰り返して、エンドポイントからデバイスに通話を戻します。 

12. [ ] をタップし、次に終了ボタンをタップして、モバイル端末から通話を終了します。 

注：この通話移動機能は Cisco Webex Teams デスクトップ クライアントでも利用可能です。これは [通話を移動（Move call）] とア

クティブな通話ウィンドウをクリックするだけで使用でき、Room デバイスに移動するかデスクトップに戻ります。 

 

https://mail1.dcloud.cisco.com/owa�
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DX ホワイトボード機能 
DX での通話中に、ホワイトボード機能を利用できるようになりました。ホワイトボード機能は、スペース外の通話に利用できますが、

ドキュメントは保存できません。ホワイトボードを保存する場合は、スペース内から開始された通話であることが必要です。 

1. Webex Teams クライアントを DX にペアリングし、Webex Teams クライアントの別のユーザへの通話を開始します。これは、

1：1 またはグループ スペースでの会議で実行できます。 

2. 通話/会議に接続した後、DX の [ホワイトボード（Whiteboard）] アイコンをタップし、[新規ホワイトボード（New whiteboard）] 

を選択します。 

3. DX で描画を開始すると、ペアリングしたモバイル クライアントでホワイトボードを表示または編集できることがわかります。ま

た、通話/会議中の他のユーザを表示または編集することもできます。 

4. 完了したら、通話/会議を終了します。 

ここまでで、モバイル アプリおよびルーム デバイスの通話機能をテストしました。 
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シナリオ 3： Webex Edge Audio 

このシナリオでは、Cisco Webex Edge オーディオ ソリューションを設定します。これは、ここに記載されている設定に従います。 

Edge Audio は、企業内から発信された通話が、社内ネットワーク、インターネットを経て、クラウドへ届くオーディオ ソリューショ

ンです。同様に、会議中に Webex から発信された通話はインターネット経由でルーティングされて、オンプレミスのオーディオ ルー

ティングを利用します。 

図 10. ダイヤルインシナリオ 

 

上の図は、一般的なダイヤルイン シナリオを示しています。紫色の電話は、Edge Audio で設定された番号に電話をかけるダイヤルイ

ン ユーザを表します。Edge Audio で設定されたダイヤル番号をダイヤルするすべてのネットワーク上のユーザは、Unified CM にルー

ティングされ、Expressway 経由で Webex クラウドにルーティングされます。 

オレンジ色の電話は、Edge Audio でルーティングするように設定されていない番号を使用して会議にダイヤルしている企業内のユー

ザを表します。このユーザは設定されていない番号にダイヤルしているため、通話はセッション ボーダー コントローラ、PSTN を経由

して Webex クラウドにルーティングされます。 

グレーの電話は、オフ ネットワークのユーザを表します。Webex 会議にダイヤルインしているオフ ネットワーク ユーザは、Edge Audio 

でルーティングされません。これらのユーザの通話は PSTN 経由で Webex クラウドにルーティングされます。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/ja-jp/xmsy7d�


ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 21/160 ページ 
  

図 11. コールバック シナリオ 

 

上の図は、一般的なコールバック シナリオを示しています。緑色の電話は、通話が自分たちにルーティングされるよう設定されている

ネットワーク上のコールバック ユーザを表します。 

グレーの電話は、オフ ネットワークのユーザを表します。オフ ネットワーク ユーザが Edge Audio に接続するときにコールバック オ

プションを選択した場合、通話は PSTN 経由で Webex クラウドにルーティングされます。 

このガイドでは、ネットワーク コンポーネント、Unified CM、Expressway-C、Expressway-E がそれぞれ、社内から Webex クラウ

ドへの通話（ダイヤルイン）に対してどのように設定されるか、また Webex から社内への通話（コールバック）の処理方法を説明し

ています。 

Edge Audio を設定するには、まず Cisco Webex サイト管理または Cisco Webex Control Hub から必要なダイヤルイン情報（ダイヤ

ルイン番号と Lua 正規化スクリプト）を収集する必要があります。この情報を使用して、ユーザが Webex サービスへのダイヤルイン

に使用するダイヤルイン番号を設定します。 

Edge Audio の設定は、次の 4 つの主要な手順に分けることができます。 

• ダイヤルイン番号と Lua スクリプトを取得する。 

• Unified CM を設定する。 

• Expressway-C を設定する。 

• Expressway-E を設定する。 

これらの各手順についてはこのシナリオで詳しく説明し、次の図に示します。 
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図 12. 詳細設定手順 

 

Edge Audio での Lua スクリプト 
Webex 番号を使用する通話を Webex クラウドにルーティングするには、Webex 番号を使用して Unified CM のコール ルーティング ルー

ルを指定する必要があります。Unified CM でトランクを作成するには（Lua）正規化スクリプトも必要です。これらの電話番号と Lua ス

クリプトには Webex サイト管理または Control Hub からアクセスできます。 

Webex サイト管理を使用している場合、またはサイト リンク プロセスを完了している場合は、電話番号にアクセスして、サイト管理

から Lua スクリプトを生成します。 

Control Hub で Webex サイトを設定および管理する場合は、電話番号にアクセスし、Control Hub から Lua スクリプトを生成します。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud�
https://collaborationhelp.cisco.com/article/xmsy7d#id_79126�
https://collaborationhelp.cisco.com/article/xmsy7d#id_79126�
https://collaborationhelp.cisco.com/article/xmsy7d#id_84900�


ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 23/160 ページ 
  

Edge Audio は、Lua スクリプトを使用して適切なコール ルーティングを維持するグローバル サービスです。Lua スクリプトにより、

次の通話変換を行うことができます。 

• Expressway が Edge Audio に通話をルーティングできるように、リクエスト URI のホスト部分を更新します。 

• Webex サイトを参照するリクエスト URI に x-cisco-site-uuid パラメータを追加します。 

• Edge Audio 処理に必要な SIP To ヘッダー ユーザ部分を更新します。 

Webex Control Hub からのダイヤルイン番号と Lua スクリプトの収集 
1. Workstation 1 で、Cisco Webex Control Hub に戻ります。 

2. [サービス（Services）] に移動し、[ミーティング（Meetings）] カードの下の [サイト（Sites）] をクリックします。 

3. 後から確認できるように、リストされているサイトの URL を書き留めておきます。次に、サイトを選択し、フライアウト ウィンドウ
で [サイトを構成する（Configure Site）] をクリックします。 

4. [共通設定（Common Settings）] の次の画面で、[Edge Audio] をクリックします。 

5. [ダイヤルイン設定（Dial-in Settings）] で、[ここをクリック（Click here）] をクリックしてダイヤルイン番号を展開します。 

6. DCloud セッションがあるデータセンターの 1 つの電話番号を書き留めるか、キャプチャする必要があります。これはラボの後半
で使用します。セッションに割り当てられたドメインを使用して、次の表で場所を判断します。 

表 4. Webex ダイヤルイン番号 

dCloud Datacenter 国/電話ラベル 

米国西部（dc-05）または米国東部（dc-01） 米国の料金（指定された都市の 1 つの番号を選択）（United States Toll） 

EMEAR（dc-03） 英国（United Kingdom Toll） 

APJ（dc-02） シンガポール料金（Singapore Toll） 

7. ダイヤルイン番号の一番下までスクロールし、[Luaスクリプトを生成（Generate Lua Script）] をクリックしてから、[エクスポート

（Export）] をクリックします。 

8. .lua スクリプトは Workstation 1 のデスクトップに保存されます。 

9. ポップアップ ウィンドウを閉じます。 

Webex Meetings とパーソナル会議室での Charles の設定 
Control Hub にいる間に、先に進み、Charles が Webex Meetings を設定し、パーソナル会議室用にセットアップしていることを確認

します。彼のアカウントは、後でテストに使用されます。 

1. Control Hub で、[ユーザ（Users）] に移動し、リストから [Charles] を選択します。 

2. [編集（Edit）] をクリックします。 

3. [メッセージ（Messaging）] 列と [ミーティング（Meeting）] 列のすべてのボックスをオンにします。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

5. [Charlesのサービス（Charles services）] で [ミーティング（Meeting）] をクリックし、[ミーティングサイトのURL（meeting site URL）] 

をクリックします。 
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6. [ユーザの権限（User Privileges）] をクリックします。 

7. [パーソナル会議室（Personal Room）] がオンになっていることを確認します。オンになっていない場合は、ここでオンにして [保存（Save）] 

をクリックします。 

Cisco Unified Communication Manager の設定 
社内から Webex クラウドに通話をルーティングするには、Unified CM の管理でルーティング ルールとトランクを設定する必要があります。 

Webex Lua スクリプトを使用した SIP 正規化スクリプトの作成 
Webex Control Hub からエクスポートされた Lua スクリプトを使用して、Unified CM で新しい SIP 正規化スクリプトを作成します。 

1. 新しいブラウザ タブで、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > [Cisco Unified Communications Manger] 

の順に移動します。 

2. [Cisco Unified Communications Manager] をクリックし、以下を使用してログインします。 

• ユーザ名：administrator 

• パスワード：dCloud123! 

3. [デバイス（Device）] > [デバイス設定（Device Settings）] > [SIP正規化スクリプト（SIP Normalization Script）] の順に移動します。 

4. [新規追加（Add New）] をクリックします。 

5. スクリプトに cbXXXYY_webex_edge_audio などの名前を付けます（XXX と YY は、セッションの Webex サイト名に対応します）。

その他の設定はすべてデフォルトのままにします。 

6. ページの下部にある [ファイルのインポート（Import File）] をクリックします。 

7. [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、デスクトップを参照して、以前にエクスポートされた .lua スクリプトを選択します。 

8. [ファイルのインポート（Import File）]、[閉じる（Close）] の順にクリックします。インポート後に、[コンテンツ（Content）] ボッ

クスが Lua スクリプトで更新されます。 

9. [保存（Save）] をクリックします。 

SIP プロファイルでの音声コールとビデオコールに対する Early Offer サポートの設定 
このラボでは、新しい SIP プロファイルが作成されます。すでに Early Offer 用の SIP プロファイルを設定している場合は、新規作成

せずにその SIP プロファイルを使用できます。 

1. [デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIPプロファイル（SIP Profile）] の順に移動して、[検索（Find）] 

をクリックします。 

2. [Cisco VCS用の標準SIPプロファイル（Standard SIP Profile For Cisco VCS）] という既存のプロファイルの横の [コピー（Copy）] 

ボタン [ ] をクリックします。 

3. 名前を Edge_Audio として設定します。 
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4. ページの下部で、[音声コールとビデオコールに対する早期オファーサポート（Early Offer support for voice and video calls）] に [ベ

ストエフォート（MTPの挿入なし）（Best Effort (no MTP inserted)）] を選択します。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

SIP トランク セキュリティ プロファイルの作成 
1. [システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [SIPトランクセキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] を

選択し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

2. トランクに Edge_Audio という名前を付けます。 

3. [デバイスセキュリティモード（Device Security Mode）] で、選択項目を [非セキュア（Non Secure）] のままにします。運用環

境では、代わりに [暗号化（Encrypted）] を選択する場合があります。 

4. [着信ポート（Incoming Port）] には、5070 と入力します（競合していないポートが 5060 または 5061 の代わりに使用されてい

ます）。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

Edge Audio と G.722/G.711 コーデック 
Edge Audio は G.722 および G.711 コーデックをサポートします。Edge Audio を動作させるために Unified CM でこれらのコーデッ

クを設定する必要はありませんが、これらのコーデックは他のコーデックよりも使用する帯域幅が少ないため、設定すると展開するサー

ビスの品質を向上させることができます。このラボでは、別のリージョンとデバイス プールを例として作成します。実働環境では、

G.722 および G.711 用に設定されたデバイス プールおよびリージョンがすでに存在する場合があります。その場合は、Edge Audio 用

に新たに設定する必要はありません。 

1. このラボでは、Unified CM G.722 はすでにアドバタイズされていますが、設定の参考として、[システム（System）] > [エンター

プライズパラメータ（Enterprise Parameters）] の順に移動し、[G.722コーデックのアドバタイズ（Advertise G.722 Codec）] で 

[有効（Enabled）] を選択します。次に [保存（Save）] をクリックします。 

2. [システム（System）] > [リージョン情報（Region Information）] > [リージョン（Region）] の順に移動し、[新規追加（Add New）] 

をクリックします。 

3. 名前を Edge_Audio として設定し、[保存（Save）] をクリックします。 

4. [リージョン（Regions）] リストから [デフォルト（Default）] と [Edge_Audio] の両方を選択します。 

5. [オーディオコーデックの優先リスト（Audio Codec Preference List）] では、[ファクトリーデフォルト Lossy 圧縮（Factory Default 

Lossy）] を選択します。 

6. [最大オーディオビットレート] では、[64kbps（G.722、G.711）] を選択します。 

7. [保存（Save）] をクリックします。 

次に、リージョンの設定先となるデバイス プールを設定します。 

8. [システム（System）] > [デバイスプール（Device Pool）] の順に移動し、[検索（Find）] をクリックします。 
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9. dCloud_DP 横の [コピー（Copy）] アイコンをクリックします。 

10. 名前を Edge_Audio として設定します。 

11. [リージョン（Region）] では、Edge_Audio を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

Unified CM と Expressway-C 間の新しいトランクの作成 
Expressway-C では、既存のトランクを変更するのではなく、新しいトランクを作成する必要があります。 

1. [デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

2. [トランクタイプ（Trunk Type）] で [SIPトランク（SIP Trunk）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

3. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 5. Edge Audio SIP トランクの設定 

設定 構成 

デバイス名（Device Name） Edge_Audio 

[デバイスプール（Device Pool）] Edge_Audio 

[インバウンドコール（Incoming Calls）] > [コーリングサーチスペース（Calling Search Space）] Call_Everyone 

[SIP情報（SIP information）] > [接続先アドレス（Destination Address）]  198.18.133.152（Exp-C アドレス。5060 でポート
を維持する） 

[SIP情報（SIP Information）] > [SIPトランクセキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] Edge_Audio 

[SIP情報（SIP Information）] > [SIPプロファイル（SIP Profile）] Edge_Audio 

[SIP情報（SIP Information）] > [DTMFシグナリング方式（DTMF Signaling Method）] RFC 2833 

正規化スクリプト cbXXXYY_webex_edge_audio 

4. [保存（Save）]、[OK]、[リセット（Reset）]、[リセット（Reset）]、[閉じる（Close）] をクリックします。 

ルートグループの作成 
1. [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルートグループ（Route Group）] を選択し、[新規追

加（Add New）] をクリックします。 

2. [ルートグループ名（Route Group Name）] に、Edge_Audio_RG と入力します。 

3. [使用可能なデバイス（Available Devices）] ボックスから [Edge_Audio] を選択し、[ルートグループに追加（Add to Route Group）] 

をクリックします。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

ルート リストの作成 
1. [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルートリスト（Route List）] の順に移動し、[新規追加

（Add New）] をクリックします。 

2. [名前（Name）] に Edge_Audio_RL と入力します。 
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3. [Cisco Unified Communications Managerグループ（Cisco Unified Communications Manager Group）]で、[デフォルト（Default）] 

を選択します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

5. ページを更新したら、[ルートグループを追加（Add Route Group）] をクリックします。 

6. [ルートグループ（Route Group）] ドロップダウン リストから [Edge_Audio_RG-[NON-QSIG]] を選択します。 

7. [OK] をクリックして、[保存（Save）] をクリックします。 

ルート パターンの作成 
以前にキャプチャされた電話番号は、ルート パターンとして設定する必要があります。これらは、ユーザが Webex Meetings を開始

および参加するためにダイヤルする番号です。 

これらの番号には、Edge Audio で使用できるすべての可能な番号が含まれます。設定、国、または地域によっては、すべての番号の

ルート パターンを作成しない場合があります。 

ラボの目的で、リスト内の 1 つの番号に対するルート パターンを設定します。ラボを受講している dCloud データセンターに対応する

正しいダイヤルイン番号を選択する必要があります。 

1. [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルートパターン（Route Pattern）] の順に移動し、[新

規追加（Add New）] をクリックします。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 6. ルート パターンの設定 

設定 構成 

[パターン定義（Pattern Definition）] > [ルートパターン（Route Pattern）] シナリオの先頭からプラス（+）を引いた数を求めます。たと
えば、取得された番号が +44-203-478-5290 だった場合、
[ルートパターン（Route Pattern）] には 443024785290 と入
力します。 

[パターン定義（Pattern Definition）] > [ルートパーティション（Route Partition）] Base_PT 

[パターン定義（Pattern Definition）] > [ゲートウェイ/ルートリスト（Gateway/Route List）] Edge_Audio_RL 

3. [保存（Save）]、[OK]、[OK] の順にクリックします。 

クラスタ完全修飾ドメイン名（Cluster FQDN）の設定 
Unified CM にコールを適切にルーティングするためには、[クラスタの完全修飾ドメイン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] を

更新してラボ セッションに与えられたドメインを追加する必要があります。 

1. [システム（System）] > [エンタープライズパラメータ（Enterprise Parameters）] に移動します。 

2. 「fully」で検索を実行すると、[クラスタの完全修飾ドメイン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] を見つけることができ

ます。 
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ラボの基本設定では cucm1.dcloud.cisco.com はすでに設定されています。ボックスの設定をそのままにして、cucm1.dcloud.cisco.com 

エントリの前にラボ セッションのドメインを追加し、その後にこれら 2 つを区切るスペースを挿入します。たとえば、ドメインが 

cb106.dc-01.com である場合、設定は cb106.dc-01.com cucm1.dcloud.cisco.com となります（図 13 の例を参照）。 

図 13. クラスタの完全修飾ドメイン名設定 

 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

Expressway-C の設定 

Expressway-C のネイバー ゾーンの設定 
1. 新しいブラウザ タブで、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > [Cisco Expressway-C] の順に移動します。 

2. admin/dCloud123! でログインします。 

3. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] を選択し、[新規（New）] をクリックします。 

4. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 7. Edge Audio Expressway-C UCM のネイバー ゾーンの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] UCM Neighbor for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] ネイバー（Neighbor） 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 5070（SIP トランク セキュア プロファイルと同じポート番号） 

[SIP] > [トランスポート（Transport）] TCP 

[認証（Authentication）] > [認証ポリシー（Authentication policy）] [認証済みとして扱う（Treat as Authenticated）] 

[ロケーション（Location）] > [ピア1アドレス（Peer 1 Address）] cucm1.dcloud.cisco.com 

[拡張（Advanced）] > [ゾーンプロファイル（Zone Profile）] カスタム 

[詳細（Advanced）] > [SIPパラメータの保持（SIP parameter preservation）] オン（On） 

5. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 

Expressway-C でのトラバーサル クライアント ゾーンの設定 
1. [ゾーン（Zones）] ページで [新規（New）] をクリックします。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 
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表 8. Edge Audio Expressway-C トラバーサル クライアント ゾーンの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] Traversal Client for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] トラバーサル クライアント（Traversal client） 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [ユーザ名（Username）] cisco2 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [パスワード（Password）] dCloud123! 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 7005  

[SIP] > [メディア暗号化モード（Media encryption mode）] 強制暗号化（Force encrypted） 

[SIP] > [SIPパラメータの保持（SIP parameter preservation）] オン（On） 

[ロケーション（Location）] > [ピア1アドレス（Peer 1 Address）] vcse.cbXXX.dc-YY.com 

3. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 

Expressway-C での検索ルールの設定 
1. [設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] を選択し、[新規（New）] をクリックし

ます。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 9. Edge Audio Expressway-C での検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] Outbound Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 98 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] UCM Neighbor for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [リクエストは認証される必要がある（Request must be authenticated）] はい（Yes） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Travesal Client for Edge Audio 

3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Expressway-E の設定 

Expressway-E でのトラバーサル サーバ ゾーンの設定 
1. Workstation 1 の新しいブラウザ タブで、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > [Cisco Expressway-E] の

順に移動します。 

2. admin/dCloud123! でログインします。セキュリティの警告が示された場合は受け入れます。 

3. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] を選択し、[新規（New）] をクリックします。 

4. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 
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表 10. Edge Audio Expressway-E トラバーサル サーバ ゾーンの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] Traversal Server for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] トラバーサルサーバ（Traversal server） 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [ユーザ名（Username）] cisco2 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 7005  

[SIP] > [メディア暗号化モード（Media encryption mode）] [自動（Auto）] 

[SIP] > [SIPパラメータの保持（SIP parameter preservation）] オン（On） 

[認証（Authentication）] > [認証ポリシー（Authentication policy）] [認証済みとして扱う（Treat as Authenticated）] 

5. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 

Expressway-E Webex ゾーン（X 8.11 およびそれ以降）の設定 

注：このラボでは、Expressway はバージョン X8.11 以上です。それよりも前のバージョンでは、このゾーンは設定できないため、 

通常の DNS ゾーンを使用する必要があります。必要な設定を表示するにはここをクリックします。 

1. [ゾーン（Zones）] ページで [新規（New）] をクリックします。 

2. [タイプ（Type）] では [Webex] を選択します。 

3. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

Expressway-E での検索ルールの設定 
1. [設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] を選択し、[新規（New）] をクリックし

ます。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 11. Edge Audio Expressway-E での検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] Outbound Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 98 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Traversal Server for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [リクエストは認証される必要がある（Request must be authenticated）] はい（Yes） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Webexゾーン（Webex Zone） 

3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 
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Expressway-E での相互 TLS の設定 
1. [設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP] の順に移動します。 

2. [相互TLS] モードでは、[オン（On）] を選択します（[相互TLSポート（Mutual TLS port）] では 5062 のデフォルト ポートのまま

にします）。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

注：実稼働環境での次の手順は、適切なファイアウォール ポートが開いているか確認すること、および適切な証明書が Expressway-E 

にインストールされていることを確認することです。これらの作業はすでに基本ラボで実行されています。必要な情報の詳細について

は、ここをクリックしてください。 

Edge Audio のコールバック設定 
次は Edge Audio コールバック設定です。コールバック設定を開始する前に、次の考慮事項に従って DNS SRV レコードをサイトに設

定する必要があります。 

• DNS SRV は Expressway-E の相互 TLS ポート（ポート 5062）を向いている必要がある。 

• DNS SRV は、それぞれにポート 5062 を持つすべての Expressway-E ターゲット A レコードをクラスタ内に含める必要

がある。 

この設定は、dCloud プラットフォームの DNS サーバですでに完了しています。ポート 5062 で MTLS を許可するようにセッションに 

SRV レコード _sips._tcp.mtls.cbXXX.dc-YY.com が設定されています。 

Webex Edge Audio からのコール ルーティング 
設定に基づいて Expressway-E を経由してコールをルーティングするには、E.164 番号を許可する必要があります。これにより、ネット

ワーク上のユーザに対して適切なコール ルーティングが行われ、Unified CM、および携帯電話に接続しているユーザなどネットワーク

から離れているユーザに接続できます。 

Expressway-E のコール ルーティング 
1. Expressway-E で、[設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] の順に移動し、[新規

（New）] をクリックします。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

注：正規表現パターンを追加する際には、末尾にスペースを含めないことが重要です。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/ja-jp/xmsy7d#id_78574�
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表 12. Edge Audio Expressway-E での検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] Inbound Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 98 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Webexゾーン（Webex Zone） 

[設定（Configuration）] > [モード（Mode）] エイリアスパターン照合（Alias pattern match） 

[設定（Configuration）] > [パターンタイプ（Pattern type）] 正規表現（Regex） 

[設定（Configuration）] > [パターン文字列（Pattern string）] (.*)@mtls\.cbXXX\.dc-YY\.com;.*x-cisco-webex-service=audio（XXX と YY 
はセッション ドメイン情報と置き換える） 

[設定（Configuration）] > [パターン動作（Pattern behavior）] 置き換え（Replace） 

[設定（Configuration）] > [文字列の置き換え（Replace string）] \1@cbXXX.dc-YY.com（XXX と YY をセッション ドメイン情報と置き換える） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Traversal Server for Edge Audio 

3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Expressway-C のコール ルーティング 
1. Expressway-C で、[設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] の順に移動し、[新

規（New）] をクリックします。 

2. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 13. Edge Audio Expressway-C での検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] Inbound Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 98 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Traversal Client for Edge Audio 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] UCM Neighbor for Edge Audio 

3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Control Hub からの Edge Audio コールバック設定の適用 
1. Control Hub（admin.webex.com）に戻り、[サービス（Services）] に移動し、[ミーティング（Meetings）] カードの下の [サイト

（Sites）] をクリックします。 

2. リストでサイトを選択し、フライアウト ウィンドウで [サイトを構成する（Configure Site）] をクリックします。 

3. [共通設定（Common Settings）] の次の画面で、[Edge Audio] をクリックします。 

4. [国/地域（Country/Region）] の [コールバック設定（Callback Settings）] で、以下の表の dCloud データセンターリストに基づい

て地域を選択します。 
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表 14. コールバック設定 

dCloud Datacenter ダイヤルイン番号 

米国西部（dc-05）または米国東部（dc-01） 米国（1） 

EMEAR（dc-03） 英国（44） 

APJ（dc-02） シンガポール（65） 

5. [Expressway DNS SRV] には、mtls.cbXXX.dc-YY.com を入力します。 

6. [追加（Add）] をクリックします。（接続チェックの状態は [成功（Successful）] になります）。 

7. [設定の適用（Apply Settings）] をクリックします。 

8. [設定の適用（Apply Settings）] をクリックした後、グレー表示になっていることを確認します。 

注：設定を適用した後、コールバック国は Control Hub にすぐに表示されますが、設定がデータベースに適用されるまで最大 30 分か

かることがあります。設定がデータベースに適用されるまで、コールは前に設定された国の設定でルーティングされます。 

Webex Edge Audio のテスト 
1. Workstation 1 で、Cisco Jabber クライアントを開いてサインインします。電子メールには cholland@cbXXX.dc-YY.com、ユー

ザ名/パスワードには cholland/C1sco12345 を指定します。 

2. Workstation 1 内の Web ブラウザまたは独自の Web ブラウザを使用して、https://cbXXXYY.webex.com（独自のセッション 

Webex URL）に移動します。 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

3. まだ自動的にサインインしていない場合は、Charles Holland（cholland@cbXXX.dc-YY.com / dCloud123!）でサインインします。 

4. [会議を開始（Start Meeting）] をクリックします。 

5. [オーディオ接続の選択（Select Audio Connection）] のドロップダウン リストから [コールイン（I Will Call In）] を選択します。 

6. まず、Cisco Jabber から以前に Unified CM でルート パターンとして設定した番号をダイヤルして Webex のダイヤル インをテス

トします。 

7. 接続し、メッセージが表示されたら、[コールイン（I Will Call In）] 画面に表示されたミーティング ID と出席者番号を入力します。 

これで Webex Meetings にオーディオ経由で接続されます。 

Expressway-C または E にログオンして Expressway を経由していることを確認し、ゾーンを表示できます。Edge Audio の 1 コール

と以前に作成した Webex ゾーンが表示されます。 

8. 次に、コールバックをテストします。 

9. Jabber から Webex Meetings への通話を切断しますが、Webex Meetings はアクティブのままにします。 
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10. 電話アイコンをクリックし、[オーディオおよびビデオ接続（Audio and Video Connection）] ポップアップから [コールミー（Call 

Me）] をクリックします。 

11. 国コード（米国のデータセンターの場合は +1、EMEAR データセンターの場合は +44、APJ データセンターの場合は +65）を選

択したまま、番号 972-555-6018 を入力して [オーディオを接続（Connect Audio）] をクリックします。 

12. Cisco Jabber クライアントが鳴ったら、応答します。 

13. プロンプトが表示されたら、1 を押してミーティングに参加します。 

14. テストが終了したら、Webex Meetings を終了します。 

注：ラボでは、ラボの内部番号への通話をテストしています。通話が接続されるため、Webex Edge Audio が動作していることがわか

ります（いずれかの Expressway の [ゾーン（Zones）] ページに移動して、Edge Audio の [通話（Calls）] 数が 1 に増えていること

で確認することもできます）。このラボは、PSTN からの実際の DID コール用に設定されていますが、ユーザ回線は外部番号ではなく

内部番号用に設定されています。現在、Expressways から外部番号経由でユーザにダイヤルする変換設定はありません。 

携帯電話番号などのネットワーク外の番号にダイヤルすると、Expressway 経由で dCloud PSTN 外にルーティングされます。ローカ

ルおよび長距離コールは、現在 dCloud からダイヤルアウトでのみ利用可能です。詳細は発信ダイヤル パターンを参照してください。

たとえば、Control Hub のコールバック設定で米国を設定すると、コールバックとして米国の番号を入力したすべてのユーザが 

Expressways を経由して Unified CM にルーティングされます。入力された電話番号がオフ ネットワークの場合、PSTN を除いて通話

をルーティングするように Unified CM を設定する必要があります。 

Control Hub でコールバックが設定されると、常に Expressways 経由でコールバックされます。ネットワークが Webex からの通話を

処理するように設定されていない場合、Edge Audio コールバックは PSTN にフェールオーバーしません。 

 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/outbound_dial_patterns�
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シナリオ 4： Webex ビデオ メッシュ 

このシナリオでは、Webex ビデオ メッシュ サービスを設定します。Cisco Webex Video Mesh は、オンプレミスとクラウドのリソー

スをブリッジすることで、ユーザが高品質のオーディオ、ビデオ、およびコンテンツを楽しむことができる画期的な機能です。 

エンド ユーザは、高品質な音声、ビデオ、コンテンツ シェアリングを実現する会議エクスペリエンスを求めています。デバイスを問

わずに会議に参加できること、そして統一された優れたエクスペリエンスが提供されることを期待しています。 

このエクスペリエンスをユーザに提供するのは容易ではありません。IT 部門にとって、すべてのユーザに優れたエクスペリエンスを提

供することも大切ですが、それに必要な拡張性、信頼性を提供し、コストの削減も行う必要があります。クラウドベースまたはオンプ

レミスベースの会議を導入するかどうかは、最も複雑な意思決定の 1 つです。各会議導入モデルには、それぞれに独自の利点があり、

IT 部門はその中から選択する必要があります。 

Cisco Webex Video Mesh は、Cisco UCS®サーバにインストールされ、Cisco Webex Control Hub が管理するソフトウェアである Webex 

ビデオ メッシュ ノードを使用します。ネットワークにインストールされると、ビデオ メッシュ ノードはクラウド内の Cisco Webex サー

ビスと通信し、Cisco Webex サービスまたは Cisco Unified CM に登録されているデバイスで使用できます。 

デバイスは会議に参加すると、クラウド内の Cisco Webex と通信して、会議に最適なビデオ メッシュ ノードを見つけます。次に、メ

ディア（オーディオ、ビデオ、コンテンツ）が処理のためにビデオ メッシュ ノードに送信されます。これにはエンタープライズ ネッ

トワーク上の単一ノードまたは複数ノード、クラウドおよびオンプレミスを使用でき、これらはまとめてカスケードされて会議が作成

されます。いずれの場合も、ユーザ エクスペリエンスはまったく同じです。 

機能と利点 

表 15. 機能と利点 

フィーチャ 利点 

Cisco Webex オンプレミス会議参加者向けの
ローカル メディア処理 

メディアがクラウド コール処理のためにクラウドを行き来することがなくなります。メディアはオンプ
レミスのままとなり、以下が実現されます。 

- 遅延時間の短縮による品質の向上 

- 他のユーザや会議への高速接続 

- インターネット帯域幅の使用の効率化によるコスト削減 

オンプレミス リソースが一杯または使用できな
い場合のクラウドへの自動オーバーフロー 

信頼性の向上 

オンプレミスとクラウドにおける管理と可視性
の一元化 

- 断片化されたツールなし：Cisco Webex Control Hub と呼ばれる単一の一元化された管理ポータル
でオンプレミスのメディア ノードと Cisco Webex 組織を管理 

- 管理者向けに統合されたリソースの使用状況の可視化により、容量使用率に関する当て推量がなく
なる 

- リソース プランニングと利用率管理の簡素化 

自動ソフトウェア更新 容易な保守：ビデオ メッシュ ノードは、クラウドに展開されるセキュリティ修正、バグ修正、機能拡張
などのソフトウェア アップデートと同期されるオンプレミスの Cisco Webex サービス拡張機能です。 

導入の容易さ - 各 Cisco Webex Video Mesh の導入時間はわずか 10 分 

- 導入が容易で、必要に応じて容量を追加可能 

Cisco Webex Meetings の購入に付属する機能 低コスト：追加のサブスクリプション料金や超過料金が不要。 

初期導入を含む完全な設定手順については、https://www.cisco.com/go/hybrid-services-media を参照してください。 

https://www.cisco.com/go/hybrid-services-media�
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ビデオ メッシュ ノードの導入 
ここでは、ビデオ メッシュ ノードをダウンロードし、VMware ESXi ホストに導入します。これは Workstation 1 で実行します。 

1. 198.18.1.36 の Workstation 1 に接続します。 

• ユーザ名：dcloud\cholland 

• パスワード：C1sco12345 

2. Chrome を開き、Cisco Webex Control Hub（admin.webex.com）に戻り、必要な場合は 

cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123! でログインします。 

3. ポータル内の左側のメニューで、[サービス（Services）] をクリックします。 

4. [ビデオメッシュ（Video Mesh）] で [セットアップ（Set up）] をクリックします。 

5. [いいえ、ソフトウェアのインストールして構成する必要があります（No, I need to install and configure the software）] を選択します。 

6. 重要：[制限付き容量 90 日間デモ（Limited capacity 90 day demo）] を選択します（完全な容量はラボでは機能しません）。 

7. [次へ（Next）] をクリックし、[OK] をクリックします。 

8. hybridmedia_demo.ova が Workstation 1 デスクトップにダウンロードされるのを待ちます。 

9. ova のダウンロードが完了したら、デスクトップまたはタスクバーのアイコン  を使用して VMware vSphere クライアントを
開きます。 

10. root/dCloud123! で esxi1 にログインします。 

11. [ファイル（File）] > [OVFテンプレートの導入（Deploy OVF Template）] をクリックします。 

12. デスクトップに移動して、以前にダウンロードした hybridmedia_demo を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

13. [OVFテンプレートの詳細（OVF Template Details）] ページで、[次へ（Next）] をクリックします。 

14. [名前（name）] に vmn1 と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

重要：[シンプロビジョニング（Thin Provision）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします（シン プロビジョニングはラボでのみ

機能します）。 

15. [ネットワークマッピング（Network Mapping）] のデフォルトを受け入れて、[次へ（Next）] をクリックします。 

注：デュアル NIC をビデオ メッシュ ノードで使用できます。ラボでは、シングル NIC を使用します。 

16. [展開後に起動（Power on after deployment）] チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）] をクリックします。 

17. OVA が導入されるのを待って、[閉じる（Close）] をクリックします。 

18. ホスト esxi1 を展開し、vmn1 仮想マシンを選択します。 

19. [コンソール（Console）] タブをクリックします。 

メディア ノードが起動していることが示されます。画面が更新されなくなり、ログイン プロンプトが表示されるまで、ciscoecp_ の

後に数字と文字の文字列が示されます（localhost ではありません）。画面の更新が停止したら、ウィンドウ内をクリックして Enter キー

を押します。電源を入れた後、ノードが完全に起動するまで数分かかります。 
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20. admin/cisco でログインします。 

21. パスワードを求めるプロンプトが表示されたら、cisco と入力します。 

22. 新しいパスワード dCloud123! を入力してください（2 回入力する必要があります）。 

23. パスワードのリセットが成功したら、セキュリティ警告で Enter キーを押します。 

24. 下矢印で [構成の編集（Edit Configuration）] に移動し、Enter キーを押します。 

注：実稼働では、デュアル NIC を設定している場合、オプション 5 も設定します。 

25. Enter キーを押して次に進みます。 

26. Enter キーを押して [静的（Static）] を選択します。 

27. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 16. ビデオ メッシュ ノードの設定 

設定 構成 

ホスト名 vmn1 

[ドメイン（Domain）] dcloud.cisco.com 

IP アドレス 198.18.135.21 

マスク 255.255.192.0 

ゲートウェイ 198.18.128.1 

DNS 198.18.133.1 

NTP 198.18.128.1（見つかるまでスクロールします。他の NTP サーバもクリアします） 

図 14. ビデオ メッシュ ノードの設定 

 

28. [保存（Save）] を強調表示して Enter キーを押します。 

29. Enter キーを押し、[変更を保存して再起動（Save Changes & Reboot）] を選択します。 

30. Enter キーを押して、[完了（Done）] を選択します。 

31. マウスをコンソール ウィンドウから離すには、Ctrl+Alt キーを押します。 

32. vSphere Client を最小化できます。 

注：以下のビデオ メッシュ ノードを登録する際には、再起動に約 2 分かかるので注意してください。 
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ビデオ メッシュ ノードの Control Hub の設定 
次に、Cisco Webex Meetings サービスで使用する、新しいビデオ メッシュ ノードをカスタマー組織に追加します。 

1. Cisco Webex Control Hub に戻ります。 

2. ポータル内の左側のメニューで、[サービス（Services）] をクリックします。 

3. [ビデオメッシュ（Video Mesh）] で [セットアップ（Set up）] をクリックします。 

4. [はい、ビデオメッシュノードを登録する準備ができています（Yes, I’m ready to register my Hybrid Media Node）] をオンにして、

[次へ（Next）] をクリックします。 

これは最初のノードとクラスタであるため、新しいクラスタを作成する必要があります。 

5. [新規クラスタの作成（Create a new cluster）] オプション ボタンを選択します。 

6. 最初のボックスに Video Mesh Cluster 1 と入力します。 

7. 2 番目のボックスに vmn1.dcloud.cisco.com と入力します。 

8. [次へ（Next）] をクリックします。 

9. すべてに目を通しますが、[サービス設定（Service Configuration）] の設定はそのままにしておき、[次へ（Next）] をクリックします。 

10. [アップグレードスケジュール（Upgrade Schedule）] の設定はそのままにしておき、[次へ（Next）] をクリックします。 

11. [SIP TLS設定（SIP TLS Configuration）] ページで [次へ（Next）] をクリックします。 

12. [ノードに進む（Go To Node）] をクリックします（追加時にエラーが表示される場合、以下の注を参照）。 

注：ビデオ メッシュ ノードの Web ページを表示するために、ポップアップを使用します。ブラウザでポップアップが許可されていな

いと、ビデオ メッシュ ノードの Web ページを表示することはできません。 

13. ブラウザで、ビデオ メッシュ ノードの新しいタブが開きます。証明書に関する警告に同意します。ページが完全に開いたら、[Webex

ビデオメッシュノードへのアクセスを許可する（Allow Access to the Hybrid Media Node）] のチェックボックスをオンにします。 

14. [続行（Continue）] をクリックします。 

15. クラウドに接続すると、[登録の完了（Registration Complete）] 画面が表示されます。ブラウザ タブを閉じます。 

接続後はそれ以上の設定は必要ありません。Webex Control Hub で、ビデオ メッシュ ノードの管理が自動的に開始されます。管理ポータル

に戻ると、ノードまたはサービスの登録解除/非アクティブ化、ノードの別のクラスタへの移動、ビデオ品質の変更、管理電子メール通知の

更新の設定が利用できます。 

ラボはビデオ メッシュ ノードのデモ版を使用しているので、構成されている CPU の数にアラームが表示されます。このアラームは予期さ

れたことであり、無視してかまいません。また、クラウドに接続すると、ファームウェアが自動的にアップグレードされます。アップグレー

ド中、何度も再起動すると、[停止（Outage）] として表示されます。アップグレード後に、[運用中（Operational）] となります。 

メディア ノードの使用率レポートを表示するには、管理ポータルの [レポート（Reports）] タブに移動します。ページ右上の [ビデオ

メッシュ（Video Mesh）] をクリックします。キャパシティ プランニングと容量レポート用に、Cisco Webex Control Hub には組織
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全体のミーティング アクティビティのシンプルなスナップショットを作成する機能があります。オーバーフローの発生場所やオーバー

フローの量などをすばやく評価できます。それにより管理者はトレンド分析が得られ、オンプレミスでの容量追加の必要性を把握し、

ビデオ メッシュ ノードの追加を計画できます。 

レポートはほぼリアル タイムで、約 1 分ごとに更新されます。新しい採用レポートでは異なるクラスタにあるデバイスの種類を示し

ます。残念ながら、dCloud が作成するトライアル組織はレポートを表示できません。以下に示すのは、トライアル組織がどのように

表示されるかを示すいくつかのスクリーン ショットです。 

図 15. ビデオ メッシュ ノード レポート 
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ビデオ メッシュに United CM SIP トラフィック ルーティングを構成します。 
ビデオ メッシュ ノードに Cisco Webex Meetings 用 SIP ダイヤルインおよびダイヤルアウトをルーティングするため、SIP トランクを構成
します。SIP デバイスは直接の到達をサポートしていないため、Unified CM 構成を使用してオンプレミス SIP デバイスとビデオ メッシュ ク
ラスタ間の関係を確立する必要があります。クラスタ設定を反映し、高い可用性とデバイス障害への耐性があるトランクのルーティング ポ
リシーを作成できます。Unified CM Session Management Edition（SME）を使用している場合、Session Management クラスタ内の Unified CM 

サーバ間に着信コールと発信コールが均等に分散されるよう、Unified CM SME とリーフ システムのトランクを設定します。 

通常、各サイトには、それに関連付けられている専用の Unified CM クラスタがあります。これらのクラスタは、クラスタ間の SIP ト
ランクを介して接続されます。各クラスタは、ビデオ メッシュ ノードのためにコールイン トランクをローカルサイトに有しています。 

また、障害やオーバーフロー条件を処理するように配置を構成できます。この構成は、運転休止がある場合、またはビデオ メッシュのクラ
スタの容量に達した場合に役立ちます。クラスタで SIP 会議または電話を確立できない場合、会議または電話はクラウドにオーバーフロー
します。 

1. wkst1（198.18.1.36 – cholland/C1sco12345）に接続し、Chrome を開きます。 

2. ホーム ページから、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > [Cisco Unified Communication Manager] へ

移動します。 

3. [Cisco Unified Communications Manager] リンクを選択し、administrator/dCloud123! でログインします。 

まず、新しい SIP プロファイルを作成する必要があります。 

4. [デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIPプロファイル（SIP Profile）] の順に移動して、[検索（Find）] 

をクリックします。 

5. リスト内の [Cisco VCS用の標準SIPプロファイル（Standard SIP Profile For Cisco VCS）] の横にあるコピー アイコン [ ] をク
リックします。 

6. 名前として Video Mesh SIP Profile を入力します。 

7. [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] までスクロールし、[音声コールとビデオコールに対する早期オファーサポート（Early 

Offer support for voice and video calls）] を [ベストエフォート（MTPの挿入なし）（Best Effort (no MTP inserted)）] に設定します。 

図 16. 早期オファー 

 

8. [保存（Save）] をクリックします。 

次に、SIP セキュリティ プロファイルを作成します。 

9. [システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [SIPトランク セキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] を

選択します。 

10. [新規追加（Add New）] をクリックします。 
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11. 名前に Video Mesh Trunk Security Profile を入力します。 

12. デフォルトの設定を使用して、[保存（Save）] をクリックします。 

次に、ビデオ メッシュ ノードへのトランクを作成します。 

• Unified CM のみの展開では、単一のトランクを追加します。 

• SME 展開では、Unified CM と SME 間にトランク、SME とハイブリッドメディア ノード間に別のトランクをそれぞれ追加し

ます。トランクは両方とも、以下に指定した同じ設定が必要です。 

13. [デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

14. 次の画面で、[トランクタイプ（Trunk Type）] に [SIPトランク（SIP Trunk）] を選択します。 

15. その他はデフォルト値のままにして、[次へ（Next）] をクリックします。 

16. 以下の表に従ってパラメータを設定します。 

表 17. ハイブリッド サービスのトランク設定 

設定 構成 

デバイス名（Device Name） Video_Mesh_SIP_Trunk_UCMtoVMN 

デバイス プール（Device Pool） dCloud_DP 

発呼側および接続側情報形式（Calling and 
Connected Party Info Format）（[発信コール
（Outbound Calls）] セクション） 

利用可能な場合、接続された組織に URI と DN を送信 (Deliver URI and DN in connected party, 
if available)（この設定により、アイデンティティの交雑を許可します。それにより、SIP トラ
ンクは企業側パーティのディレクトリ URI を Cisco Webex に送信可能になります）。 

宛先アドレス（Destination Address）（[SIP
情報（SIP Information）] セクション） 

198.18.135.21（HMN アドレス、ポート 5060 を保持） 

SIP トランク セキュリティ プロファイル 
（SIP Trunk Security Profile） 

ビデオ メッシュ トランク セキュリティ プロファイル（Video Mesh Trunk Security Profile） 

SIP プロファイル（SIP Profile） ビデオ メッシュ SIP プロファイル（Video Mesh SIP Profile） 

17. [保存（Save）]、[OK]、[リセット（Reset）]、[リセット（Reset）]、[閉じる（Close）] の順にクリックします。 

次に、ビデオ メッシュ ノードへのコール用に新しいルート グループを作成します。 

18. [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルートグループ（Route Group）] を選択してから、[新
規追加（Add New）] をクリックします。 

19. Video Mesh RG という名前を入力します。 

20. [分配アルゴリズム（Distribution Algorithm）] を [トップダウン方式（Top Down）] に変更します。 

21. [ルートグループメンバー情報（Route Group Member Information）] セクションで、[Video_Mesh_SIP_Trunk_UCMtoVMN] を選
択し、[ルートグループに追加（Add to Route Group）] をクリックして追加します。 

22. バックアップ パスで SIP_Trunk_To_Exp デバイスを選択し、[ルートグループに追加（Add to Route Group）] をクリックします。 

このトランクは B2B コールに使用され、ビデオ メッシュ ノード ルートが利用できないまたは一杯で、クラウドへのオーバーフローが

生じる場合に使用されます。トップダウン方式のアルゴリズムを使用すると、ビデオ メッシュ ノードが常に最初に使用されます。 

23. [選択したデバイス（Selected Devices）] ボックスにビデオ メッシュ ノードのトランクが先頭に表示されていることを確認し、[保存（Save）] 

をクリックします。 
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次に、ビデオ メッシュ ノードおよび Expressway へのコール用に新しいルートのリストを作成します。 

24. [コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルートリスト（Route List）] を選択してから、[新規追

加（Add New）] をクリックします。 

25. Video Mesh RL という名前を入力します。 

26. [Cisco Unified Communications Mangerグループ（Cisco Unified Communications Manger Group）] を [デフォルト（Default）] に

設定します。 

27. [保存（Save）] をクリックします。 

28. [ルートリストメンバー情報（Route List Member Information）] セクションで、[ルートグループの追加（Add Route Group）] を

クリックし、[ビデオメッシュノードRG（Video Mesh Node RG）] を選択します。 

29. その他の設定を既定値のままにして [保存（Save）] と [OK] をクリックします。 

30. [保存（Save）] をクリックします。 

次に Webex サイト用の SIP ルート パターンを作成します。すべての Webex サイトに一致するデフォルトのパターンを作成します。 

31. [コールルーティング（Call Routing）] > [SIPルートパターン（SIP Route Pattern）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリッ

クします。 

32. [IPv4パターン（IPv4 Pattern）] では、Webex URL として *.webex.com を入力します。 

33. [ルートパーティション（Route Partition）] で、[Base_PT] を選択します。 

34. [SIPトランク/ルートリスト（SIP Trunk/Route List）] で、[ビデオメッシュノードRL（Video Mesh Node RL）] を選択します。 

35. [保存（Save）] をクリックします。 

Webex の機能の有効化 
ラボの後半で使用する、Charles の Webex の機能を有効にします。 

1. Control Hub に戻って、Charles に必要な場合は以下のクレデンシャルでログインし直します。 

• ユーザ名：cholland@cbXXX.dc-YY.com  

• パスワード：dCloud123! 

2. [ユーザ（Users）] をクリックします。 

3. リストから Charles Holland を選択します。 

4. [編集（Edit）] をクリックします。 

5. Webex Teams、Webex Team Meetings、Webex Enterprise Edition、Webex Collaboration Meeting Rooms のチェックボッ

クスをオンにします。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 
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ビデオ メッシュ ノードを使った Webex Collaboration Meeting Room でのミーティング 
ホスティングの有効化 
以前 Webex サイト *.webex.com を指し示す Unified CM に SIP ルート パターンを作成しました。collaboration meeting room（CMR）

へのコールをビデオ メッシュ ノードでホストするには、Webex サイトの一般設定の CMR セクションで設定を変更し、Webex に接続

するビデオ メッシュ ノードを許可してください。既定の構成では、CMR ミーティングは常にExpresswayを経由してルーティングさ

れ、クラウドでホストされています。 

1. コントロール ハブで [サービス（Services）] をクリックします。 

2. [ミーティング（Meeting）] で、[サイト（Sites）] をクリックします。 

3. リストでサイトを選択し、フライアウト ウィンドウで [サイトの設定（Configure Site）] をクリックします。 

4. [共通の設定（Common Settings）] で、[Collaboration Meeting Rooms（CMR）] をクリックします。 

5. [メディアリソースタイプ（Media Resource Type）] のページの先頭で、[ビデオメッシュ（Video Mesh）] を選択し、右下の [更

新（Update）] をクリックします。 

構成は、オンプレミスのユーザが Webex Meetings に接続するビデオ メッシュ ノードを使用するよう設定されました。 

注：更新をクリックした後に構成が適用されるまで約 15 分かかります。また、前に追加したビデオ メッシュ ノードがそのすべての 

更新サービスを完了しているか確認し、[ビデオメッシュ（Video Mesh）] カードの下部に [動作中（Operational）] と記載されてい 

る必要があります。 

構成は、オンプレミスのユーザが Webex Meetings に接続するビデオ メッシュ ノードを使用するよう設定されました。 

ビデオ メッシュ ノードを使用したオンプレミスデバイスのテスト 
ラボで、オンプレミスのデバイスが Webex Meetings にビデオ メッシュ ノードを使用する構成を検証する一番簡単な方法は、ワーク

ステーションで Jabber® を使用することです。その後、Webex サイトにコールして、コールが Expressway を通過しているかどうか

を確認してください。 

1. ワークステーションで Cisco Jabber を開き、以下のクレデンシャルを使用してログインします（システムにログインしていない

場合）。 

• 電子メール：cholland@cbXXX.dc-YY.com 

• ユーザ名：cholland 

• パスワード：C1sco12345 

2. 新しい Chrome タブを開き、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > [Cisco Expressway-C] に移動します。

(コネクタ ホストではなく) 

3. admin/dCloud123! でログインします。 

4. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] に移動します。 
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コールが Expressway を通過するのをモニタリングします。コールが Expressway を使用している場合は、Exp-E for B2B Video Traversal 

Client および UCM Neighbor for B2B and MRA ゾーンのコール数が 1 になることを確認できます。この場合、コールはビデオ メッ

シュ ノードでホストされていません。現在は進行中のコールがないため、数は 0 です。次に、Jabber で Webex にコールします。 

5. Jabber を開き、meet@cbXXXYY.webex.com をコールします。 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

6. 正常に接続された場合は、「会議番号と#を入力してください（Enter the meeting number, followed by #）」というメッセージが
表示されます。 

7. コールを接続したまま、[Expressway-Cゾーン（Expressway-C zones）] ページに戻り、更新します。 

コール数が 0 のままである場合、Jabber クライアントはコールのルーティングにビデオ メッシュ ノードを使用しています。ただし、
コール数が 1 になった場合は、コールのルーティングに Expressway が使用されていて、望ましい結果ではありません。これは、クラ
ウドからの接続がトリクルダウンされていないか、構成が正しくセットアップされていないことを意味します。前述したように、構成
がトリクルダウンされるまでに約 15 分かかることがあります。また、ビデオ メッシュ ノードが以前に追加してからアップグレードを
行っている場合は、ビデオ メッシュ ノードが完全に動作するまで Expressway ルートを使用します。 

8. コールが自動的に終了していない場合は、通話を終了します。 

テストのため、コールに強制的にビデオ メッシュ ノードまたは Expressway のみを使用させたい場合は、以前に作成したルート グループ

変更し、最初に試したトランクをリストの先頭に移動することができます。毎回 Expressway コールをモニタリングして、パスの有無を確

認できます。たとえば、コールをビデオ メッシュ ノードではなく、Expressways からルーティングする場合は、次の手順を実行します。 

9. [Unified CMの管理（Unified CM Administration）] ページで、[コールルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルー
トグループ（Route Group）] の順に移動します。 

10. [検索（Find）] をクリックし、[ビデオメッシュノードRG（Video Mesh Node RG）] リンクをクリックします。 

11. [選択したデバイス（Selected Devices）] ボックスから、 SIP_Trunk_to_Exp トランクを選択し、上向き矢印（ ）をクリックし
てリストの一番上に移動します。 

12. [保存（Save）] をクリックします。 

13. Jabber で、再度 meet@cbXXXYY.webex.com をコールします。 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

14. Expressway のコールカウントを確認します。 

Expressway を使用して Webex にコールするの他のパスを自由にテストしてください。 

テストの後、ルート グループのリストの一番上にあるビデオ メッシュ ノード トランクを含む推奨設定に戻るように設定します。また、

Jabber をしばらく終了します。 
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シナリオ 5： Webex ハイブリッド カレンダー サービス 

ハイブリッド カレンダー サービスを使用すると、オンプレミスの Microsoft Exchange、Office 365、または Google の G Suite カレ

ンダー（Google カレンダー）環境を Cisco Webex に接続できます。この統合により、特にモバイルの場合、会議のスケジュールと参

加が容易になります。プラグインは必要ありません。 

ハイブリッド カレンダー サービスは、Cisco Call Control に依存していません。このサービスを使用すると、サードパーティの UC ソ

リューションを使用している場合でも、Cisco Webex ユーザに機能を拡張することができます。 

シンプルな会議のスケジューリング 

会議のスケジュールを簡単にするために、ユーザは予定表の招待状の [場所（Location）] フィールドに、スケジュールのキーワードと

修飾子を入力できます。 

表 18. シンプルな会議のスケジューリング 

実行する内容 [場所（Location）] で使用するキーワード 

会議用の Cisco Webex Teams スペースを作成するか、
Cisco Webex Teams を通じて会議をホストする 

@webex:space 
@meet 
@meet:space 
@spark（廃止） 

Webex パーソナル会議用のクリック可能なリンクを含
める 

@webex 
@webex:myroom 
@meet:myroom 
パーソナル会議室の URL（例：https://<company>.webex.com/meet/<hostID>） 

 

会議リストと参加ボタン 

Cisco Webex Teams の会議リストを使用すると、今後 4 週間に予定されている会議を確認できます。会議が開始される 5 分前に、会

議リストの [参加（Joint）] ボタンと、予定されている会議の通知が表示されます。 

ユーザは会議に Cisco Webex Room とデスク デバイスおよび Webex Board を追加して、会議リソースを利用可能にすることができ

ます。デバイスがハイブリッド カレンダー サービスに対して有効になっている場合は、緑色の [参加（Join）] ボタンがデバイスに表

示されます（[参加（Join）] ボタンはワン ボタン ツー プッシュ（One Button to Push）とも呼ばれ、Cisco Unified Communications Manager 

に登録され、Cisco TelePresence 管理スイートによって管理されるデバイスでも使用できます）。ハイブリッド カレンダー サービス

対応の会議室およびデスク デバイスでも、ミーティング リストで招待されたミーティングを表示できます。 

完全な設定ガイドについては、https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar を参照してください。 

Expressway – C コネクタ ホストの設定 
次に、Cisco Webex ハイブリッド サービスで使用する、新しい Expressway-C コネクタ ホストをカスタマー組織に追加します。この 

Expressway-C サーバには、Cisco Webex ハイブリッド サービス カレンダーおよびコールで必要な、すべてのコネクタが含まれます。 

1. 開いている Cisco Webex Control Hub に戻ります。Charles Holland としてログインし、セッション VPN に接続していることを

確認します。 

https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar�


ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 46/160 ページ 
  

2. ポータル内の左側のメニューで、[サービス（Services）] をクリックします。 

3. [ハイブリッドカレンダー交換（Hybrid Calendar Exchange）] で、[セットアップ（Set up）] をクリックします。 

4. [ハイブリッドカレンダーサービスの設定（Hybrid Calendar Service Setup）] ポップアップ ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリッ

クします。 

5. 最初のオプション ボタンを選択し、ボックスに exp-cc.dcloud.cisco.com と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

6. クラスタ名として「HS Cluster 1」と入力します。 

7. もう一度 [次へ（Next）] をクリックします。 

8. [次へ（Next）] をもう一度クリックすると、新しいブラウザ タブが Expressway で開きます。 

9. ユーザ名：admin、パスワード：dCloud123! で Expressway にログインします。 

10. [この信頼に必要な Expressway CA 証明書をシスコが管理する（I want Cisco to manage the Expressway CA certificates required 

for this trust）] チェックボックスをオンにします。 

11. [登録（Register）] をクリックします。 

12. 次の画面で、[Expresswayへのアクセスを許可（Allow Access to Your Expressway）] チェックボックスをオンにし、[続行（Continue）] 

をクリックします。 

しばらくすると Expressway に戻され、2 つのハイブリッド サービス コネクタがダウンロードされてインストールされます。これら

のコネクタは、管理コネクタとカレンダー コネクタです。Management Connector は、Expressway-C サーバ上のすべてのコネクタ

を管理します。3 番目のコネクタである Call Connector は、このラボでハイブリッド コール サービスを有効にした時点でインストー

ルされます。 

Exchange の設定 
次に、Cisco Webex カレンダー サービスで使用する偽装アカウントを設定します。偽装アカウントをサービス アカウントとして使用

するには、メールが有効になっているアカウントに設定する必要があります。このアカウントは管理者である必要はありませんが、メー

ルボックスが設定されていなければなりません。このラボでは、Charles のアカウントを偽装アカウントとして使用します。 

1. Exchange（MAIL1）サーバ（198.18.133.2）へのリモート デスクトップ接続を作成し、次のクレデンシャルを使用してログイン

します。 

• ユーザ名：dcloud\administrator  

• パスワード：C1sco12345 

2. タスクバーにあるアイコンをクリックして、Exchange 管理シェル [ ] を開きます。 

コマンドのコピーと貼り付けを容易にするために、デスクトップに Calendar Service.txt というテキスト ドキュメントがあります。そ

のテキスト ドキュメントを開きます。すでにこの設定を行っている場合は、（[PS] プロンプトが表示されたら）すべてのコマンドを一

度にコピーして、ステップ 8 に移ることができます。 

最初に、偽装アカウントとして使用するアカウント（hcalendar）を割り当てます。 
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3. [PS] プロンプトが表示されたら、テキスト ドキュメントにある最初のコマンドをコピーして、[PS] プロンプトの Exchange 管理

シェル ウィンドウに貼り付け、Enter を押します。コマンドは、次のとおりです。 

new-ManagementRoleAssignment -Name CalendarConnectorAcct -Role ApplicationImpersonation -User dcloud\hcalendar 

図 17. 偽装ロールの追加 

 

次にスロットリング ポリシーを作成します。カスタム スロットリング ポリシーにより、Calendar Connector がスムーズに動作するよ
うになります。 

• Exchange Server 2013 では、ポリシーによって偽装アカウントから EWS 制限が削除され、最大同時接続数の問題が回避さ
れます。 

• Exchange Server 2010 では、このポリシーがデフォルトのポリシーに優先します。デフォルトのポリシーは、エンタープラ
イズ アプリケーションではなく、ユーザのロード向けにカスタマイズされています。 

4. テキスト ドキュメントの 2 番目のコマンドをコピーして、Exchange 管理シェル ウィンドウに貼り付けます。Enter を押します。

コマンドは、次のとおりです。 

New-ThrottlingPolicy -Name "CalendarConnectorPolicy" -EWSMaxConcurrency unlimited -EWSMaxBurst unlimited 
-EWSRechargeRate unlimited -EWSCutOffBalance unlimited -EWSMaxSubscriptions 5000 

図 18. スロットリング ポリシーの追加 
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次に、偽装アカウント（hcalendar）にスロットリング ポリシーを適用します。 

5. テキスト ドキュメントの 3 番目のコマンドをコピーして、Exchange 管理シェル ウィンドウに貼り付けます。Enter を押します。

コマンドは、次のとおりです。 

set-ThrottlingPolicyAssociation -Identity dcloud\hcalendar -ThrottlingPolicy CalendarConnectorPolicy 

図 19. hcalendar にスロットリング ポリシーを適用 

 

 

6. メールボックスに新しいポリシーが適用されていることを確認するには、テキスト ドキュメントの 4 番目のコマンドをコピーして、

Exchange 管理シェル ウィンドウに貼り付けます。Enter を押します。コマンドは、次のとおりです。 

get-ThrottlingPolicyAssociation -Identity dcloud\hcalendar  

出力を図 20 に示します。 

図 20. スロットリング ポリシー割り当ての確認 

 

7. Exchange Server にログオン中で、後でワンボタン機能（OBTP）をテストするには、PowerShell ウィンドウで次のコマンドを入

力して、Room デバイスのためのルーム メールボックスを設定します。 

New-Mailbox -Name 'Webex Room Device' -Alias 'webexrd' -room  
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注：Microsoft Exchange RPC Client Access サービスを再起動する必要があります。これを簡単に行うために、バッチ ファイルが用

意されています。 

8. デスクトップにある Restart RPC Client Access.bat ファイル [ ] をダブルクリックして実行します。このバッチ ファイル
は数秒で実行され、終了するとウィンドウが閉じます。 

9. メモ帳と Exchange 管理シェルのウィンドウを閉じ、Exchange サーバに対するリモート デスクトップ接続を終了します。 

次に、Calendar Connector を Microsoft Exchange にリンクします。 

Expressway-C の Microsoft Exchange へのリンク 
以下のいくつかのセクションでは、Cisco Webex カレンダー サービス用に Expressway-C ホストを設定します。Cisco Webex で使用

する Expressway-C でカレンダー サービスを設定していない場合は、手動で設定する方法を確認しておくことをお勧めします。ただ

し、SSO についてのラボ ガイドと同様に、Expressway-C ホストの設定用のクイック設定スクリプトも用意されています。すでに設

定を行っていて、そのまま完了したい場合は、カレンダー コネクタのクイック設定セクションにスキップしてください。 

1. ブラウザで、[Expressway-Cコネクタホスト（Expressway-C Connector Host）] のタブに戻ります。 

2. [コネクタマネージャ（Connecter Manager）] ページで、[Microsoft Exchange Serverの設定（Configure Microsoft Exchange 

Servers）] リンク（[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [カレンダーサービス（Calendar 

Service）] > [Microsoft Exchangeの設定（Microsoft Exchange Configuration]）をクリックします。 

3. [新規（New）] をクリックします。 

4. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 19. Microsoft Exchange の設定パラメータ 

設定 構成 

サービス アカウントのユーザ名（Service Account Username） dcloud\hcalendar 

サービス アカウントのパスワード（Service Account Password） C1sco12345 

表示名（Display Name） mail16 

タイプ（Type） Exchange オンプレミス（Exchange On-Premises）（デフォルト） 

Exchange サーバの有効化（Enable this Exchange server） はい（Yes）（デフォルト） 

NTLM 認証（NTLM Authentication） オン（On）（デフォルト） 

基本認証（Basic Authentication） オン（On）（デフォルト） 

TLS 確認モード（TLS Verify Mode） オフ（Off） 

自動検出（Autodiscover） Active Directory を使用する（デフォルト） 

Active Directory ドメイン（Active Directory domain） dcloud.cisco.com 

クエリモード（Query Mode） ldap 

電子メールアドレス（Email Address） cholland@cbXXX.dc-YY.com 

注：このラボでは TLS を使用しません。TLS を使う場合は、Exchange と Expressway に CA 署名付き証明書をインストールする必
要があります。完全な手順については、セットアップ ガイド [英語] を参照してください。 

5. [追加（Add）] をクリックします。 

https://help.webex.com/docs/DOC-2676#task_052C8C5E155E400C9CD0EE2359E7DB2C�
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Webex サイトの設定 
次に、Webex Meeting Center と CMR Cloud サイトの詳細を設定します。Webex トライアルの作成プロセス中に、先ほど作成した Webex 

サイトを使用します。 

実稼働環境で @webex 機能をユーザが使用できるようにするには、次のことを確認してください。 

• 少なくとも 1 つの Webex Meetings Center に CMR Cloud サイトがある 

• 各ユーザの Webex アカウントの電子メール アドレスが、ユーザの Exchange アドレスに一致する 

1. Expressway-C コネクタ ホストで、[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [カレン

ダーサービス（Calendar Service）] > [Cisco Webexミーティングサイトの設定（Cisco Webex Meeting Site Configuration）] の

順に移動します。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 20. Cisco WebEx Meetings サイトの設定 

設定 構成 

完全修飾サイト名 cbXXXYY.webex.com（Control Hub の [サービス（Services）] でサイト URL を確認できます） 

ユーザ名 空白のまま（ボックスに何か表示されている場合は内容を削除します） 

パスワード 空白のまま（ボックスに何か表示されている場合は内容を削除します） 

デフォルトのサイト（Default Site） はい（Yes）（デフォルト） 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

図 21. Cisco Webex CMR の設定の例 

 

4. [追加（Add）] をクリックします。 

カレンダー コネクタの起動 
1. [アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [コネクタ管理（Connector Management）] 

の順に移動します。 

2. [カレンダーコネクタ（Calendar Connector）] リンクをクリックします。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 51/160 ページ 
  

3. [アクティブ（Active）] ドロップダウン メニューを [有効（Enabled）] に変更します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

しばらくするとページが更新され、ステータスが [実行中（Running）] [ ] に変わります。カレンダー コネクタを手動で設定 

しているため、次のセクション「カレンダー コネクタのクイック設定」はスキップして、「ユーザのカレンダー サービスの有効化」

セクションに移動してください。 

カレンダー コネクタのクイック設定 

注：すでにカレンダー サービスを手動で構成している場合は、このセクションを省略します。 

このセクションでは、事前作成済みのスクリプトを使用したカレンダー コネクタのクイック設定について説明します。上記の手順に従っ

てすでにコネクタを手動で設定している場合は、このセクションをスキップして次の「ユーザのカレンダー サービスの有効化」に進み、

ユーザのカレンダー サービスを有効にします。 

1. スクリプトを開始する前に、コネクタのステータスが次のスクリーンショットのようになっていることを確認してください。この

ページはすでに開いているはずです。開いていない場合は、Expressway-C（198.18.133.223）にアクセスし、ログイン

（admin/dCloud123!）して、[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [コネクタ管

理（Connector Management）] に移動します。 

図 22. [コネクタ管理（Connector Management）] 

 

2. Workstation 1（198.18.1.36）に対するリモート デスクトップ接続を作成します（まだ接続していない場合）。
dcloud\cholland/C1sco12345 でログインします。 

3. デスクトップで Webex フォルダを開きます。 

4. config_calendar.bat ファイルをダブルクリックして実行します。 

5. Internet Explorer が閉じたら、次のセクションに進み、Workstation 1 へのリモート接続は接続したままにします。 

ユーザのカレンダー サービスの有効化 
2 人のユーザ（Charles と Anita）のカレンダー サービスを有効にします。この 2 人のユーザは手動で設定します。CSV テンプレート

を使用して、複数のユーザを一括して設定することができます。後ほど、ラボの別のシナリオで、この方法でユーザ サービスを一括で

設定します。ここでは個別に設定します。 

1. Cisco Webex Control Hub に戻ります。 

2. 左側のメニューで [ユーザ（Users）] をクリックします。 
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3. リストから [Charles Holland] を探し、アカウントをクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウで、[編集（Edit）] をクリックします。 

5. [メッセージ（Messaging）] 列と [ミーティング（Meeting）] 列のすべてのボックスがオンになっていない場合はオンにします。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

7. [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] セクションの [カレンダーサービス（Calendar Service）] をクリックします。 

8. [カレンダーサービス（Calendar Service）] の横の切り替えボタンをクリックしてオンにし、[保存（Save）] をクリックします。 

9. フライアウト ウィンドウで Charles の [概要（Overview）] ページを表示して、Charles にパーソナル会議室が設定されているこ
とを確認します。 

10. [ミーティング（Meeting）] をクリックし、リストされているミーティング サイト（cbXXXYY.webex.com）をクリックします。 

11. 下部の [ユーザの権限（User Privileges）] をクリックします。 

12. このページでは、ユーザのさまざまな設定を構成できます。[パーソナル会議室（Personal Room）] がオンになっていることを確
認します。オンになっていなければ、[パーソナル会議室（Personal Room）] のチェックボックスをオンにし、[保存（Save）] を
クリックします。 

ステータスが [アクティベーションが保留中（Pending Activation）] から [アクティブ（Activated）] に変わるまで約 5 分かかります。

その間に、Anita Perez についても同じサービスを設定します。 

注：各ユーザが Cisco Webex Teams クライアントに一度ログインするまで、アクティベーションは開始されません。以前 Anita のア

カウントにログインしていないので、Webex サービスで彼女のアカウントを有効にした後で実行します。 

13. ユーザのリストで Anita を探してアカウントをクリックします。 

14. ポップアップ ウィンドウで、[編集（Edit）] をクリックします。 

15. [メッセージ（Messaging）] 列と [ミーティング（Meeting）] 列のすべてのボックスがオンになっていない場合はオンにします。 

16. [保存（Save）] をクリックします。 

17. [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] セクションの [カレンダー（Service）] をクリックします。 

18. [カレンダーサービス（Calendar Service）] の横の切り替えボタンをクリックしてオンにし、[保存（Save）] をクリックします。 

19. Anita が Charles と同様に設定したパーソナル会議室を持っていることを確認します（Anita のアカウントがまだ [Invite Pending
（招待保留中）] 状態にある場合は、確認することはできません）。 

前述したように、Anita はログインするまでカレンダー サービスをアクティブにできません。まずは Room デバイスのカレンダー サー

ビスを有効にします。 

20. 左側のメニューで [場所（Places）] をクリックします。 

21. 以前に作成した場所を選択して [編集（Edit）] をクリックします。 

注：Room デバイスの作成をスキップした場合、ここで作成できます。[新しい場所（New Place）] をクリックします。場所に名前を

指定し、[次へ（Next）] をクリックします。[その他のCisco Webexデバイス（Other Cisco Webex Device）] を選択し、[次へ（Next）] 

をクリックします。 
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22. [カレンダー（Calendar）] オプションをオンに切り替えて、[次へ（Next）] をクリックします。 

23. 以前、Exchange で作成した会議室エイリアス メールボックスの電子メール アドレスを入力してください。

webexrd@cbXXX.dc-YY.com. 

24. [保存（Save）] をクリックします。（または新しい場所を作成するだけの場合は、[次へ（Next）] をクリックします）。 

注：新しいデバイスを作成した場合は、Room デバイスにアクティベーション コードを入力します。次に、[場所の追加（Add Place）] 

ウィンドウを閉じます。 

場所の [カレンダーサービス（Calendar Service）] がアクティベートするまで 1 分かかります。 

次に、Anita の Webex Teams アカウントをアクティベートして設定します（基本設定スクリプトを実行した場合は、Anita のアカウン

トはすでにアクティベートされているため、これらの手順はスキップできます）。 

25. 別のインコグニート/プライベート ブラウザ ウィンドウで https://teams.webex.com に移動して、aperez@cbXXX.dc-YY.com で

ログインします。「メールを確認してください（Check your email）」 というメッセージを受け取ります。 

26. 別のタブで、https://mail1.dcloud.cisco.com/owa に移動して、次でログインします。 

• ユーザ名：dcloud\aperez  

• パスワード：C1sco12345 

27. シスコから、「Cisco Webex Teams へようこそ」というタイトルの新しいメールが届きます。メールの中の [今すぐ始める（Get 

Started Now）] リンクをクリックします（6 桁の番号が記載された電子メールを受け取った場合は、その番号を前の Web ページ

に入力します）。 

28. パスワードとして dCloud123! を入力し、[アカウントを作成する（Create Account）] をクリックします。 

サービスがアクティブになるまで数分かかります。Charles のカウントを確認して、以前登録した Room デバイスがアクティブ化され

ていることを確認します。ラボの続行に、Anita のアカウントがアクティブになるのを待つ必要はありません。 

29. Charles と Room デバイスの両方が、カレンダー サービスに対してアクティブになっていることを確認します。アクティブになっ

ていない場合は、アクティブになるまで待ちます。次の（注）を参照してください。 

図 23. Charles と Room デバイス がアクティブ化されたカレンダー サービス 
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注：ユーザが Control Hub にアクティべート済みと表示されるまで時間がかかることがあります。Expressway-C コネクタ ホストで

はアクティベートされたユーザがすぐに表示されることがあります。コネクタ ホストで、[アプリケーション（Applications）] > [ハイ

ブリッドサービス（Hybrid Services）] > [カレンダーサービス（Calendar Service）] > [カレンダーコネクタステータス（Calendar 

Connector Status）] の順に移動します。ユーザがアクティブ化されている場合は、[正常にサブスクライブされたユーザ（Successfully 

Subscribed Users）] の横にユーザ数が表示されます。 

ミーティング用の Cisco Webex Teams スペース作成のテスト、または OBTP での Cisco 
Webex Teams によるミーティングのホスト 
1. まだ接続されていない場合は、Workstation 1（198.18.1.36）への  RDP 接続を作成し、以下のクレデンシャルでログインします。 

• ユーザ名：dcloud\cholland 

• パスワード：C1sco12345 

2. まだ開いていない場合は、タスクバーのアイコン [ ] をクリックして Outlook を開きます。 

3. Outlook の下部にある [カレンダー（Calendar）] をクリックし、[新規会議（New Meeting）] [ ] をクリックします。 

4. Anita Perez、Taylor Bard、および Kellie Melby を [宛先（To）] 行に追加します。 

5. 適切な [件名（Subject）] を入力します。 

6. [場所（Location）] には、次のように入力してスペース ミーティングを作成します。 

• @webex:space 

• @meet 

• @meet:space 

7. OBTP の場合は、[場所（Location）] フィールドの終わりにある [ルーム…（Rooms…）] ボタンをクリックします。 

8. Exchange Server で以前に作成したルーム メールボックスを選択し、[OK] をクリックします。 

9. [いいえ（No）] をクリックして場所のポップアップを更新します。 

10. ワークステーションの時計の表示に基づいて、今日の開始時間および今後の時間を設定します。OBTP とミーティング通知を機能

させるには、少なくとも 10 分先の時間を設定します。 

11. 必要に応じて、メッセージの本文に適切なテキストを入力します。 

12. 上記のいずれかのキーワードが [場所（Location）] フィールドにあることを確認し、[送信（Send）] をクリックします。 

カレンダー コネクタが [場所（Location）] フィールドのキーワードを読み取り、Webex Teams スペース情報がミーティングの招待状

に入力されます。また Cisco Webex Teams スペースが作成され、すべての参加者が設定されます。しばらくして作成したミーティン

グを開くと、Webex Meetings 情報が招待状の最下部に表示されます。情報が入力されていない場合は、ミーティングを閉じて、しば

らくしてから再度開きます。 
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13. Workstation 1 の Cisco Webex Teams クライアントを起動し、cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123 にログインします。 

10. アカウント内に、ミーティングの招待状の件名と同じ名前のスペースがあります。 

14. スペースをクリックすると、そのスペースにもミーティングの詳細が表示されていることがわかります。 

15. [ミーティング（Meetings）] [ ] アイコンをクリックして、ミーティングのリストを表示します。ミーティングを選択して、Room 

デバイスを含む参加者を表示します。ユーザが招待を受け入れたかどうかも確認することができます。 

16. スケジュールされたミーティングの 6 分前：Webex Teams アプリで参加通知を受け取ったら、[参加（Join）] をクリックし、[ミー

ティングに参加（Join Meeting）] をクリックします。 

注：時間節約のため、このスペース ミーティングの開始を待っている間に、次のセクションで示す Webex Meetings 用の別のミーティ

ングをスケジュールできます。 

17. Room デバイスで、Charles がすでにミーティングに参加していることを確認できます。[参加（Join）] ボタンを押して、進行中

のミーティングに直接入ります。 

18. 終了したら、ミーティングを終了します。他のキーワードを使用して、ミーティングのスケジュールを自由に設定してください。 

OBTP を使用して Webex パーソナル会議室のクリック可能なリンクを含めるテスト 
ここで OBTP で Webex Meeting のスケジュール機能をテストします。 

1. 前のミーティングがまだ進行中の場合、カレンダーでミーティングを右クリックし、[会議のキャンセル（Cancel Meeting）] を選

択し、[キャンセルの送信（Send Cancelation）] をクリックして Room デバイスを解放します。Room デバイスを二重予約するこ

とはできません。 

2. Outlook の下部にある [カレンダー（Calendar）] をクリックし、[新規会議（New Meeting）] [ ] をクリックします。 

3. Anita Perez、Taylor Bard、および Kellie Melby を [宛先（To）] 行に追加します。必要に応じて、自分の電子メール アドレスを

追加することもできます。 

4. 適切な [件名（Subject）] を入力します。 

5. [場所（Location）] には、次のいずれかのアドレスを入力してスペース ミーティングを作成します。 

• @webex 

• @webex:myroom 

• @meet:myroom 

• https://cbXXXYY.webex.com/meet/cholland 

6. OBTP の場合は、[場所（Location）] フィールドの終わりにある [ルーム…（Rooms…）] ボタンをクリックします。 

7. Exchange Server で以前に作成したルーム メールボックスを選択し、[OK] をクリックします。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 56/160 ページ 
  

8. [いいえ（No）] をクリックして場所のポップアップを更新します。 

9. ワークステーションの時計の表示に基づいて、今日の開始時間および今後の時間を設定します。OBTP とミーティング通知を機能

させるには、少なくとも 10 分先の時間を設定します。 

10. 必要に応じて、メッセージの本文に適切なテキストを入力します。 

11. キーワードがまだ [場所（Location）] フィールドにあることを確認して、[送信（Send）] をクリックします。 

カレンダー コネクタは [場所（Location）] フィールドからキーワードを読み取り、ミーティングをセットアップします。しばらくして

作成したミーティングを開くと、Webex Meetings 情報が招待状の最下部に表示されます。情報が入力されていない場合は、ミーティ

ングを閉じて、しばらくしてから再度開きます。 

12. スケジュールされたミーティングの 6 分前：ホストである Charles が Webex Teams アプリで参加通知を受け取った後、通知をク

リックし、[ビデオで参加（Join With Video）] をクリックします。 

13. Room デバイスで、Charles がすでにミーティングに参加していることを確認できます。[参加（Join）] ボタンを押して、進行中

のミーティングに直接入ります。 

14. 終了したら、ミーティングを終了します。 

ここまでで、キーワード機能を使用した Exchange ハイブリッド カレンダー サービス、およびワン ボタン機能、ミーティング リスト、

および参加通知のテストを行いました。 
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シナリオ 6： Webex ハイブリッド メッセージ サービスの設定 

このサービスは、Cisco Webex Teams に、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence（UCM IM&P）サービスでユー

ザとメッセージを交換する必要があるユーザがいる組織に最適です。ハイブリッド メッセージ サービスにより、Cisco Webex Teams 

クライアントと Unified CM IM and Presence サービスに登録されている Cisco Jabber クライアントとの間で 1 対 1 のインスタント メッ

セージの交換が可能になります。ハイブリッド メッセージ サービスにより、Cisco Jabber ユーザは Teams クライアントのアクティ

ビティに基づいて Cisco Webex Teams ユーザのプレゼンス ステータスを確認できます。 

完全な Webex ハイブリッド メッセージングの概要とセットアップ ガイドは、こちら [英語] を参照してください。 

メッセージ コネクタの有効化 
1. Cisco Webex Control Hub を再オープンします。 

2. 管理ポータルに戻り、[サービス（Services）] タブの [ハイブリッドメッセージ（Hybrid Message ）] カードで、[セットアップ（Set 

Up）] をクリックします。 

3. [ハイブリッドメッセージサービスのセットアップ（Hybrid Message Service Setup）] ポップアップ ウィンドウで、[次へ（Next）] 

をクリックします。 

4. [既存のExpresswayクラスタを選択してこのサービスにリソースを追加する（Select an existing Expressway cluster to add 

resources to this service）] を選択します。ドロップダウン リスト ボックスを使用して、[HSクラスタ1（HS Cluster 1）] を選択

します（これはカレンダー サービスのシナリオで指定された名前です。別の名前を付けた場合は、その名前を選択してください）。 

注：ハイブリッド カレンダー セクションをスキップした場合は、新しい Expressway を今すぐ登録する必要があります。これは以前ハイブ

リッド カレンダー セクションで完了しました。これを行うには、最初のオプション ボタンを選択し、ボックスに exp-cc.dcloud.cisco.com 

と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。最後に名前 HS クラスタ 1 を入力します。その後、次の手順を続行できます。 

5. [次へ] をクリックします。 

6. [Expressway に進む（Go to Expressway）] をクリックします。 

7. 次の情報を使ってログインします。 

• ユーザ名：admin 

• パスワード：dCloud123! 

注：ハイブリッド カレンダー セクションをスキップした場合は、新しい Expressway を今すぐ登録する必要があります。これは以前

ハイブリッド カレンダー セクションで完了しました。これを行うには、[この信頼に必要なExpressway CA証明書をシスコが管理する

（I want Cisco to manage the Expressway CA certificates required for this trust）] のチェックボックスをオンにします。次に、[登

録（Register）] をクリックします。次の画面で、[Expresswayへのアクセスを許可（Allow Access to Your Expressway）] チェック

ボックスをオンにし、[続行（Continue）] をクリックします。 

http:///www.cisco.com/go/hybrid-services-message�
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すぐに、[メッセージコネクタ（Message Connector）] が一覧に表示されます。[サービスステータス（Service Status）] が [未インス

トール（Not installed）]、[インストール中（Installing）] から、[未設定（Not configured）] に変わります。Expressway ホストのサー

ビス ステータスが [未設定（Not configured）] になった後、このステータスは、メッセージ コネクタが正常にダウンロードおよびイ

ンストールされたことを示します。 

メッセージ コネクタ用のアプリケーション アカウントの設定 
メッセージ コネクタの要件は、[標準AXLによるAPIアクセス（Standard AXL API Access）] のロールを持つアプリケーション ユーザを作成

することです。メッセージ コネクタはこのアカウントを使用して、Unified CM IM and Presence サービスと通信します。このラボでは、こ

のユーザは事前に作成されています。付録 B に、このユーザを作成して権限を割り当てる手順を示しています。ユーザは、コール サービス

でも使用される他のロールで設定されます。ハイブリッド メッセージング サービスに必要なのは、前述の 1 つのロールのみです。 

IM and Presence サービスへの接続の設定 
ハイブリッド メッセージ サービスを有効にするには、パブリッシャ ノードのサーバ情報を入力して、メッセージ コネクタを IM and 

Presence サービス クラスタにリンクする必要があります。この手順では、IM and Presence サービスと Cisco Webex クラウド間の
ブリッジを作成し、コネクタを 2 つの間のブローカーとして動作させます。 

Expressway のコネクタは、ハイブリッド メッセージ サービス クラスタとクラウド間で復元力のある接続を維持します。必要なのは、
パブリッシャを Expressway-C コネクタ設定に追加することだけです。特定のノードがクラスタ内でダウンした場合、コネクタは別の
サーバに移動します。 

1. [コネクタの管理（Connector Management）] ページで、[IM and Presenceサーバの設定（Configure IM and Presence Server）] 
リンクをクリックします。[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [メッセージサー
ビス（Message Services）] > [メッセージサービスの設定（Message Service Configuration）] に移動することもできます。 

2. [新規（New）] をクリックします。 

3. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 21. Edge Audio Expressway-E トラバーサル サーバ ゾーンの設定 

設定 構成 

IM and Presence パブリッシャ ノードのアドレス cup1.dcloud.cisco.com 

メッセージ コネクタ AXL アカウント名 Webex 

メッセージ コネクタ AXL アカウント パスワード dCloud123! 

4. [追加（Add）] をクリックします。 

5. [メッセージコネクタが実行されていないため、ステータス情報はありません（Message Connector is not running, No status info 
available）] リンクをクリックします（[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [メッ
セージサービス（Message Service）] > [メッセージサービスの概要（Message Service Overview）] でも確認できます）。 

6. [アクティブ（Active）] 設定で [有効（Enabled）] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

7. [アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [メッセージサービス（Message Services）] > 
[メッセージサービスのステータス（Message Service Status）] に移動することもできます。 

[ノードのステータス（Node Status）] は、[動作中（Operational）] である必要があります。このステータスでない場合は、サービス

が動作するまで待ちます。ページを更新して、更新されたステータスを確認します。 
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ユーザのハイブリッド メッセージ サービスの有効化 
次のユーザは、ハイブリッド メッセージ サービスに対して有効にする必要があります。ラボ目的のために、このサービスでは 1 人の

ユーザ Anita Perez を有効にします。運用環境では、CSV テンプレートを使用して複数のユーザを一度に有効にすることができます。 

1. Control Hub のタブを開き、必要に応じてログインします（cholland@cbXXX.dc-YY.com / dCloud123!）。 

2. [ユーザ（Users）] タブをクリックし、リストから [Anita Perez] を選択します。 

3. [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] で [メッセージサービス（Message Service）] をクリックします。 

4. [ハイブリッドメッセージサービス（Hybrid Message Service）] をオンに切り替えて、[保存（Save）] をクリックします。 

5. メイン ユーザ ページで、[メッセージングサービス（Messaging Service）] のステータスが [アクティブ（Activated）] に変わる

まで待ちます。 

ハイブリッド メッセージ サービスのテスト 
1. 次のクレデンシャルを使用して Workstation 2（198.18.1.37）に接続します。 

• ユーザ名：dcloud\aperez 

• パスワード：C1sco12345 

2. Workstation 2 で Webex Teams クライアントを開き、次のクレデンシャルでログインします。 

• ユーザ名：aperez@cbXXX.dc-YY.com 

• パスワード：dCloud123! 

3. Workstation 1 で、Cisco Jabber が開いていない場合は開きます（電子メール アドレス cholland@cbXXX.dc-YY.com を入力し

てから、ユーザ名/パスワードとして cholland/C1sco12345 を入力します）。 

4. Anita の Webex Teams クライアントから Charles と 1：1 の会話を開始します。Charles にメッセージを送ります。 

5. Workstation 1 に戻ると、Charles の Jabber クラウドに、Anita からのメッセージが示されます。Anita に返答します。 

ユーザが Webex Teams から Cisco Jabber にメッセージを送信できるようになるまでに、最大 1 時間の遅延が発生する可能性があ

ることに注意してください。この場合、テストが正常に行われていない場合はテストをスキップし、後で戻ってからテストを再開で

きます。 
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シナリオ 7： Jabber チーム メッセージング モード 

この新しい展開オプションは、お客様のコーリング サービスをオンプレミスで維持しながら、クラウドからの Webex Teams メッセー
ジング機能のコア セットを提供します。お客様は、永続的な 1 対 1 のチャットとチーム スペース、新しいプレゼンス エクスペリエン
ス、高度なファイル共有機能、Jabber アプリケーションでの優れた検索方法を利用し、ユーザが使い慣れている高度なコーリング機能
も維持できます。さらに良い点として、お客様はオンプレミスのコーリング インフラストラクチャを変更する必要はありません。 

チーム メッセージング モード には、シスコのお客様第一の姿勢が表れています。このモードでは、お客様の Jabber 環境に新しいチー
ム ワークフローが提供されます。Webex プラットフォームの機能を使用して、既存のソリューションと統合し、独自にブレンドした
エクスペリエンスを提供します。IT 管理者は、オンプレミスまたはパートナーが管理するコーリング サービスを活用しながら、新しい
クラウド提供のエクスペリエンスを提供できます。また、Jabber チーム メッセージング モード と Webex Teams は同じクラウド プ
ラットフォームを利用しているため、両者間のネイティブの相互運用性という追加のメリットも得られます。強制的な移行はなく、ユー
ザの孤立もありません。当社が重視しているのは、移行ではなくクラウドの進化による生産性の高いユーザ ワークフローです。 

Jabber のお客様に接触します。チーム メッセージング モード を使用したメッセージングのクラウドへの移行方法について会話を開始
します。お客様は、最新のメッセージング エクスペリエンスのメリットを得ることができ、メッセージをクラウドに移行することでメ
ンテナンスの手間を削減できます。 

チーム メッセージング モード に含まれる新機能については、このビデオを参照してください。 

メッセージング サービスでの Kellie の有効化 
1. 次のクレデンシャルを使用して Workstation 3（198.18.1.38）に接続します。 

• ユーザ名：dcloud\kmelby 

• パスワード：C1sco12345 

2. 次のクレデンシャルで Cisco Jabber を開きます。 

• 電子メール：kmelby@cbXXX.dc-YY.com  

• ユーザ名：kmelby 

• パスワード：C1sco12345 

現在 IM and Presence に接続している Kellie は、グループ内にもある多数の連絡先を持っていることに注意してください。移行中、こ

れらの連絡先も Webex Teams に移行されます。 

3. Webex Control Hub（admin.webex.com）を開き、必要に応じてログインします（cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）。 

4. [サービス（Services）] に移動し、[メッセージ（Message）] カードの [設定（Settings）] リンクをクリックします。 

5. ページの一番下までスクロールし、[Jabberチームメッセージングモードの有効化（Enable Jabber team messaging mode）] スイッ
チを切り替えます。 

注：内部音声サービス ドメインが Control Hub 内に設定されているものと異なる場合、最初のボックスをオフにする必要があります。
ラボでは、Jabber が Webex Teams ドメインを使用するように設定されています。cbXXX.dc-YY.com で Jabber にログインすると、
Jabber クライアントでの音声サービス ドメインを設定するよう電子メールが送られます。 

https://www.youtube.com/watch?v=p3LrdkFbdiA&feature=youtu.be�


ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 61/160 ページ 
  

6. 両方のチェックボックスをオンにした後、[完了（Finish）] をクリックします。 

7. [ユーザ（Users）] に移動し、リストから [Kellie] を選択します。 

8. [サービス（Services）] で [メッセージング（Messaging）] をクリックします。 

9. リストされている [Jabberチームメッセージングモードを有効にする（Enable Jabber team messaging mode）]、[連絡先を移行する（Contact 
Migration Required）]、[Jabberコールを有効にする（Enable Jabber calling）] の 3 つの切り替えボタンを切り替えます。 

10. [保存（Save）] をクリックします。 

11. Kellie に Jabber を終了させ（コグ ホイールをクリックして [終了（Exit）] を選択）、再度開きます。 

12. 処理を迅速に行うには、コグ ホイールをクリックし、[ヘルプ（Help）] > [設定の更新（Refresh configuration）] を選択して、 [OK] 
をクリックします。 

13. 設定を更新した後 5 分以内に、Kellie には設定の変更が検出されたことを示す Jabber ポップが示されます。ポップアップが表示
したら、[サインアウト（Sign out）] をクリックします。 

Teams メッセージング モードでの Jabber の使用 
[サインアウト（Sign out）] ボタンをクリックした後に Jabber を再起動した場合、Jabber を再度開くときに、Webex Teams の [サイ

ンイン（Sign in）] 画面が示されます。 

1. Kellie の Webex Teams パスワード dCloud123! を入力し、[サインイン（Sign In）] をクリックします。 

[連絡先を移行する（Contact Migration Required）] がオンになっているため、Kellie には彼女の連絡先を移行するためのポップアップ

が示されます。 

2. [OK] をクリックします。 

次に表示されるポップアップは、電話のクレデンシャルの更新に関するものです。SSO はまだ実装されていないため、Unified CM の

オンプレミス クレデンシャルを入力する必要があります。 

3. [更新（Update）] をクリックします。 

4. [ユーザ名（Username）] にはすでに kmelby が入力されています。パスワードに C1sco12345 と入力し、[適用（Apply）] をク

リックします。 

5. 更新が正しく適用された場合は、[OK] をクリックします。 

更新後、すべてのグループと連絡先がそのままの状態であることがわかります。変化の様子を把握するため、この新しいモードでの Jabber 

の使用をテストします。以下を試すことができます。 

• Anita とのチャットで会話する。 

• Jabber で Kellie と通話すると、Anita の Teams クライアントに新しいプレゼンス ステータスが表示される。 

• Jabber で、[+] ボタンを使用して複数の参加者が存在する新しいチーム スペースを作成する。 

• グループ名の上に移動してチャットボタン [ ] をクリックし、Jabber グループで新しいスペースをすばやく作成する。 

セクションの最初に示したこのビデオで、このモードの新機能の概要を把握できます。他のワークフローも自由に試してください。 

https://www.youtube.com/watch?v=p3LrdkFbdiA�
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シナリオ 8： Webex Teams への O365 の統合 

Webex Teams への O365 の統合 
このセクションでは、Office 365 を使用したクラウドベースのハイブリッド カレンダー サービスおよびエンタープライズ コンテンツ

管理（ECM）のセットアップについて説明します。このセクションを完了するには、独自の O365 サイトを使用する必要があります。

O365 サイトが利用できない場合は、次のようにしてトライアル版を作成できます。 

1. URL http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403802 に移動します。 

2. ユーザ情報を入力します。 

• [国または地域（Country or region）] には [米国（United States）] を使用します。 

• 姓/名と電子メール アドレスについては、Charles Holland などラボで使用しているユーザ名と cholland@cbXXX.dc-YY.com の

電子メール アドレスを使用できます。 

• [電話番号（Phone number）] には偽の番号を使用できます。 

• [会社名（Company name）] は何でもかまいません。 

• [会社の規模（Company size）] は、[1000+ people] を選択します。 

3. [次へ（Next）] をクリックします。 

4. ユーザ ID の作成では、Charles のユーザ ID（cholland）を使用することもできます。 

5. [Yourcompany] には何を使用してもかまいません。 

6. 簡略化のため、パスワードには dCloud123! を使用します。 

7. [アカウントの作成（Create my account）] をクリックします。 

8. [マイIDの作成（create my id）] をクリックしたら、電話番号を入力して、ロボットではないことを確認します（この番号はテキ

ストまたはコールを受信できる実際の番号であることが必要です）。 

9. 確認と ID の作成が完了したら、[セットアップの開始…（You’re ready to go…）] をクリックします。O365 トライアル版を設定す

る場合は次に注意してください。 

• 作成する最初のアカウントとともに、トライアル版のセットアップ手順で O365 ユーザを少なくとも 1 人作成します。この追

加アカウントは、O365 ドキュメントでの共同編集をテストするために使用されます。 

o [セットアップの開始…（You’re ready to go…）] をクリックした後に、左上の admin.microsoft.com に移動して、[ ] を

クリックし、[管理（Admin）] を選択します。新しく作成したアカウントでサインインします（必要な場合）。 

o [アクティブユーザ（Active users）] カードで [ ] をクリックします。 

o ユーザの情報を入力します（簡易にするために、Anita Perez など別のラボで使用した情報を使用することができます）。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403802�
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o [パスワード（Password）] をクリックし、[自分でパスワードを作成する（Let me create the password）] を選択し、パ

スワードを dCloud123! に設定して、[ユーザが初回サインイン時にパスワードを変更する（Make this user change their 

password when they first sign in）] をオフにします。 

o [追加（Add）]、[電子メールを送信して閉じる（Send email and close）] の順にクリックします。 

• Word アプリケーションのオンライン Outlook はテストに使用されます。コンピュータにインストールする必要はありません。 

重要：O365 ユーザのログイン情報を忘れずに書き留めておいてください。 

O365 トライアル版の初期セットアップを完了し、少なくとも 2 人のユーザを作成したら、このセクションを続行します。 

エンタープライズ コンテンツ管理の設定 
Cisco Webex では、ユーザが Cisco Webex Teams でアクセスするエンタープライズ コンテンツ管理プラットフォームを選択できま

す。これで、以前に作成した O365 トライアル版に接続できるようになります。 

1. Webex Control Hub で、[サービス（Services）] に移動し、[メッセージ（Message）] カードの [設定（Settings）] をクリックします。 

2. [コンテンツ管理（Content Management）] セクションまでスクロールし、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。 

3. [Microsoft] のボックスをオンにし、[保存（Save）] をクリックします。 

4. [コンテンツ管理（Content Management）] セクションに戻り、[すべてのユーザをグローバルに有効にする（Globally enable all users）] 
オプション ボタンを選択し、[はい（Yes）] をクリックします（オプションで個々のユーザを有効にすることもできますが、この
ラボでは、迅速に処理するためにグローバルに有効にしています）。 

注：このシナリオにジャンプして O365 トライアル版のセットアップ プロセスを開始した場合は、ここで停止して「ディレクトリ コ

ネクタの設定」 セクションに戻ってラボを続けることができます。O365 で OneDrive と SharePoint の準備が完了するまで最大 60 分

かかる場合があります。O365 サイトで準備が整うまで、ECM セクションを完了することはできません。準備ができたかどうかを確認

するには、O365 管理センターに移動し、メニュー ボタン [ ] をクリックし、[設定中…（Setting up…）]（OneDrive [ ] 

または SharePoint [ ]）が表示された場合は、ECM セクションの完了を待つ必要があります。 

Control Hub でのユーザの作成 
O365 の統合をテストするには、O365 トライアル版のセットアップ プロセスで使用される電子メール アドレスと一致するユーザを Control 

Hub で作成する必要があります。 

注：ユーザを手動で作成するには、ディレクトリ同期が有効になっている場合、無効にする必要があります。これは、[ディレクトリの

同期（Directory Synchronization）] セクションの [設定（Settings）] ページで実行できます。無効にしたら、続行できます。 

1. [ユーザ（Users）] ページに移動し、[ユーザの管理（Manage Users）] をクリックします。 

2. [ディレクトリの同期（Directory Synchronization] が有効な場合は、省略記号をクリックし、[dcloud.cisco.comをオフにする（Turn 

Off dcloud.cisco.com）] を選択して、[オフにする（Turn Off）] をクリックします。 
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3. [手動でユーザを追加（Manually Add Users）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

4. [名前と電子メールアドレス（Names and Email address）] を選択します。 

5. O365 ユーザの姓/名と onmicrosoft.com の電子メール アドレスを入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

6. 可能な場合は、[メッセージ（Messaging）] と [ミーティング（Meeting）] 列のすべてのボックスをオンにし、[保存（Save）]、[完

了（Finish）] の順にクリックします。 

7. 新規ユーザをそれぞれ選択し、[編集（Edit）] をクリックします。[ミーティング（Meeting）] 列の下のすべてのボックスがオンに

なっていることを確認します。オンになっていない場合は、すべてのボックスをオンにして保存します。 

8. Webex アカウントをアクティブにするには、そのユーザのメールボックスにログインする必要があります。 

9. onmicrosoft.com アカウントにログインするには、https://outlook.office365.com/ に移動してログインしてください（別のブラウ

ザまたはプライベート/シークレット モードを使用することをお勧めします）。 

10. 現在いる場所のタイム ゾーンを設定します。 

11. 最初に、作成した他のユーザのログイン情報の電子メールを見つけます。これは、Microsoft Online Service Team からのもので

す（[その他（Other）] タブにある可能性があります）。 

12. 各ユーザのすべてのログイン情報を取得します。 

13. 次に、Webex Teams アカウントをアクティブにするには、Cisco からの電子メールを検索して選択します。 

14. 電子メール内の [今すぐ参加（Join Now）] ボタンをクリックします。 

15. パスワードを dCloud123! に設定し、Webex Teams の [名前（Name）] を設定します。 

16. 前に収集した O365 ログイン情報を使用し、他のユーザの電子メール アカウントにログインして、Webex Teams のアクティベー

ションとパスワードの設定を完了します。別のブラウザまたはラボ内のワークステーションの 1 つを使用して、状況を整理するこ

とをお勧めします。 

O365 でのクラウドベースのハイブリッド カレンダー サービスの展開 
Webex Teams は、O365 を使用してハイブリッド カレンダー サービスを利用できます。この設定では、Expressway-C コネクタ ホ

ストは必要ありません。 

Control Hub の O365 への接続 
1. Webex Control Hub で、[サービス（Services）] ページに移動します。 

2. [ハイブリッドカレンダーOffice 365（Hybrid Calendar Office 365）] カードで [セットアップ（Set Up）] をクリックします。 

3. [ハイブリッドカレンダー（Hybrid Calendar）] 設定画面で [承認済み（Authorized）] をクリックします。 

4. O365 トライアル版のセットアップに使用する管理者ユーザの onmicrosoft.com 電子メール アドレスを入力し、[次へ（Next）] を

クリックします。 

5. 作成したパスワードを入力し、[サインイン（Sign in）] をクリックします。 

https://outlook.office365.com/�
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6. [承認（Accept）] をクリックして、 Webex Teams カレンダー サービスにアクセス許可を付与します。 

7. トライアル版のセットアップに使用したのと同じ onmicrosoft.com 電子メール アドレスを入力し、[テスト（Test）] をクリック

します。 

8. [完了（Done）] をクリックします。 

ユーザに対する O365 を使用したカレンダー サービスの有効化 
1. Control Hub の [ユーザ（Users）] ページに移動し、[O365ユーザ（O365 user）] を選択します。 

2. [カレンダーサービス（Calendar Service）] をクリックします。 

3. サービスを切り替えて [保存（Save）] をクリックします。 

4. [カレンダーサービス（Calendar Service）] が [アクティブ（Activated）] と示されるまで待ちます（テスト目的で、有効にする O365 

アカウントは 1 つだけで結構です）。 

デバイスに対する O365 を使用したカレンダー サービスの有効化 
O365 での Room デバイスの作成 

1. Microsoft 365 管理センター（admin.microsoft.com）に移動し、onmicrosoft.com 管理アカウントを使用してログインします。 

2. [表示（Show）] > [リソース（Resources）] > [部屋と機器（Rooms & equipment）] に移動し、[追加（Add）] をクリックします。 

3. [タイプ（Type）] は [部屋（Room）] のままにします。 

4. [名前（Name）] と [電子メール（Email）] を設定します。電子メール アドレスを書き留めます。 

5. [追加（Add）] をクリックし、追加が完了したら [閉じる（Close）] をクリックします。 

Control Hub での場所の追加/編集 

6. Control Hub で [場所（Place）] に移動します。 

7. 以前作成した場所を選択し、フライアウト ウィンドウから [編集（Edit）] をクリックします。（Room デバイスを登録していない
場合は、以下の注の手順に従ってください）。 

8. [カレンダー（Calendar）] をオフに切り替えて、[保存（Save）] をクリックします。 

9. [編集（Edit）] をもう一度クリックし、[カレンダー（Calendar）] に再び切り替えて [次へ（Next）] をクリックします。 

10. O365 Room リソースの電子メール アドレスを入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

注：上記の Room デバイスの作成をスキップした場合、ここで作成できます。[場所を追加（Add Place）] をクリックします。場所に

名前を指定し、[次へ（Next）] をクリックします。[その他のCisco Webexデバイス（Other Cisco Webex Device）] を選択し、[次へ

（Next）] をクリックします。[カレンダー（Calendar）] をオンに切り替えて、[次へ（Next）] をクリックします。Room リソースの

電子メール アドレスを入力し、[次へ（Next）] をクリックします。アクティベーション コードを書き留め、ウィンドウを閉じます。

アクティベーション コードを使用してデバイスを登録します。 

11. [カレンダーサービス（Calendar Service）] が [アクティブ（Activated）] となるまで待ちます。 
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O365 を使用したハイブリッド カレンダー サービスのテスト 
1. https://outlook.office365.com/ に移動してログインします（これは以前から開いていますが、開いていない場合は、別のブラウザ

またはプライベート/シークレット モードを使用することをお勧めします）。 

2. カレンダーに移動し、新しいカレンダー イベントを作成します。 

3. [件名（Title）] を入力します。 

4. OBTP の場合は、[場所（Location）] フィールドをクリックし、[部屋を追加（Add room）] をクリックしてから、部屋のリソース

名をクリックします。 

5. また、[場所（Location）] フィールドに、@webex:space または @meet などのスケジューリング キーワードのいずれかを入力

します。完全なリストはここで見つけることができます。 

6. 2 人以上の他のユーザを招待状に追加します。 

7. 今日の開始時刻と、現在のタイム ゾーン（最初に Outlook にログインしたときに設定）からの数分後の時間を設定します。OBTP 

とミーティング通知を機能させるには、少なくとも 10 分先の時間を設定します。 

8. [送信（Send）] をクリックします。 

9. スペース作成キーワードのいずれかを使用した場合は、O365 ユーザで Webex Teams クライアントにログインし、スペースが作

成されたことを確認します。また、カレンダーの招待状で参加の詳細が示されていることを確認することもできます。 

10. （スケジュールされたミーティングの 6 分前）Webex Teams アプリで参加通知を受信したら、[通知（notification）]、[ビデオで

参加（Join With Video）] の順にクリックします。 

11. Room デバイスで、Charles がすでにミーティングに参加していることがわかります。[参加（Join）] をタップして、進行中のミー

ティングに直接入ります。 

12. 終了したら、ミーティングを終了します。 

ここまでで、キーワード機能を使用した クラウドベースの O365 ハイブリッド カレンダー サービス、およびワン ボタン機能、ミーティ

ング リスト、および参加通知のテストを行いました。 

O365 を使用したエンタープライズ コンテンツ管理（ECM）のテスト 
このセクションの冒頭では、OneDrive または SharePoint を使用してコンテンツを共有および編集するために、ユーザが Webex Teams 

を使用して O365 アカウントに接続できるように、すべての構成を完了しました。O365 トライアル版を作成した場合は、Microsoft が 

OneDrive および SharePoint のセットアップを完了したことを確認する必要があります。準備ができたかどうか確認するには、O365 管

理センター（admin.microsoft.com）に移動して、メニュー ボタン [ ] をクリックし、[設定中…（Setting up…）] （OneDrive 

[ ] または SharePoint [ ]）が表示された場合は、ECM セクションの完了を待つ必要があります。OneDrive 

や SharePoint を使用する準備ができても、ユーザは自分のアカウントに接続してファイルを共有することはできません。まず、O365 

Word 文書を作成し、後で使用するために OneDrive に保存します。 

https://outlook.office365.com/�
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テスト用の O365 Word 文書の作成 
1. https://www.office.com に移動し、O365 管理者アカウントでログインします（理由は後程明確になります）。 

2. Word をクリックし、新しい文書を作成します。 

3. 文書にテキストを追加します。文書は OneDrive に自動的に保存されます。文書の名前を変更するには、上部の中央にある [ドキュ
メント（Document）] で名前をクリックして、新しい名前を入力します。 

4. 文書の編集が完了したら、O365 ユーザ、および文書を共有して文書を編集できる別のユーザで Webex Teams にサインインする
必要があります。テストのために、ラボ内の Workstation 1 と 2 で Webex Teams クライアントを使用できます。すでに Charles 

や Anita でサインインしている場合は、この時点でサインアウトして O365 アカウントでサインインします。 

5. Workstation 1 で、Webex Teams にログインした後、ユーザのアバター サークルをクリックし、メニューから [設定（Settings）] 
を選択することにより、O365 アカウントに接続する必要があります。 

6. [アカウント（Accounts）] をクリックし、[アカウントの追加（Add account）] をクリックします。 

7. 作成した文書で O365 ユーザでログインします。 

8. [組織に代わって同意する（Consent on behalf of your organization）] の横にあるチェックボックスをオンにし、[同意（Accept）] 

をクリックします。 

注：O365 管理者は、すべてのユーザのアクセス許可を受け入れることができるため、ログイン時にプロンプトは表示されません。ボッ

クスがオンになっていない場合は、すべてのユーザがアクセス許可を受け入れる必要があります。O365 管理者のみが、組織の代表と

して同意するボックスを取得します。 

9. 認証が完了すると、クラウド アカウントが表示されます。[保存（Save）] をクリックします。 

10. 他の O365 ユーザを使用して Webex Teams スペースを作成し、会話を開始します。 

11. ペーパー クリップをクリックし、[OneDriveまたはSharePointからオンラインで共有（Share from OneDrive or SharePoint Online）] 

を選択します。 

12. ユーザ アカウントをクリックします。 

13. [組織に代わって同意する（Consent on behalf of your organization）] の横にあるチェックボックスをもう一度オンにし、[同意
（Accept）] をクリックします。ユーザにはアクセス許可を求めるプロンプトは表示されません。 

14. 以前に作成した文書が表示されます。文書を選択し、[開く（Open）] をクリックします。 

15. [組織内のユーザ（People in your organization）] を選択したままにします。 

16. [編集を許可（Allow editing）] の横にあるボックスをオンにし、[適用（Apply）] をクリックします。 

17. Enter キーを押して、文書をスペースに送信します。 

18. Workstation 2 で、別の O365 ユーザで Webex Teams にサインインします。 

文書を編集するには、Webex Teams の O365 にこのユーザを接続する必要があります。 

19. スペース内の文書をクリックします。[アカウント（Account）] ウィンドウが開き、O365 アカウントに接続できます。 

20. [アカウントの追加（Add account）] をクリックし、他の O365 ユーザでサインインします（現時点でアクセス許可を受け入れる

ように求めるメッセージは表示されません）。 

https://www.office.com/�
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21. クラウド アカウントが表示されたら、[保存（Save）] をクリックします。 

22. 次に、スペース内の文書をもう一度選択します。今度は、文書を編集用に開きます。 

23. 必要に応じて文書を編集します。 

24. Workstation 1 に戻り、文書の編集内容が表示されます。すべてのユーザの編集内容をリアル タイムで確認できるようになります。 

O365 を使用してエンタープライズ コンテンツ管理を正常にテストできました。 

Microsoft Teams からの Cisco Webex Meetings のスケジューリング、開始、または参加 
Cisco Webex Meetings アプリを使用してユーザを Webex Meetings に招待して、簡単に参加できるようにします。必要なのは、チー

ムがミーティングに使用する Webex サイトの Webex サイトの URL を設定することだけです。このアプリを使用するには、その Webex 

サイト上のホストアカウントを持っている必要があります。Webex アカウントがパーソナル会議室で有効な場合は、このアプリを使

用してパーソナル会議室のミーティングへのリンクを共有することができます。 

Microsoft Office 365 用 Cisco Webex Meetings アプリの有効化 
チーム所有者とチーム メンバーは、Microsoft Office 365 のグローバル管理者が次の手順を実行してアクセス許可を付与した後にのみ 

Microsoft Teams ストアに Cisco Webex Meetings アプリが表示され、インストールできます。 

1. Microsoft 365 管理センター（admin.microsoft.com）に移動し、onmicrosoft.com 管理アカウントを使用してログインします。 

2. [すべて表示（Show all）] > [設定（Settings）] > [Services & add-ins] の順に選択し、[Microsoft Teams] をクリックします。 

3. [アプリ（Apps）] > [Allow external apps] の既定では、[Microsoft Teamsで外部アプリを利用できるようになります（Allow external 

apps in Microsoft Teams）] がオンになっています。このスイッチをオフにすると、すべての外部サードパーティ アプリが無効に

なります。Microsoft Teams で外部アプリが許可されていることを確認します。 

4. Cisco Webex Meetings がリストされ、ボックスがオンになっていることを確認します。 

Microsoft Office 365 との Cisco Webex 統合のためのサイトの設定 
1. Control Hub で、[サービス（Services）] ページに移動し、[ミーティング（Meeting）] カードの [サイト（Sites）] をクリックします。 

2. 後で確認できるようサイトの URL を書き留めてから、サイトの URL をクリックします。フライアウト ウィンドウで [サイトの設定

（Configure Site）] をクリックします。 

3. [共通設定（Common Settings）] で [サイトオプション（Site Options）] をクリックします。 

4. [サードパーティの統合（Third-Party Integration）] では、[Webexアカウントの電子メールアドレスがMicrosoft Office 365の電子

メールアドレスと一致する場合ユーザをこのWebexに自動でリンクする（Automatically link users with this Webex site if their 

Webex account email address matches their Microsoft Office 365 email address）] をオンにします。 

5. [新しい認証の追加（Add New Authorization）] をクリックします。 

6. 認証を追加したら、[更新（Update）] をクリックします（更新が完了するまで最大 5 分かかります）。 
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Cisco Webex Meetings を使用するための Microsoft Teams の設定 
管理タスクが完了したので、ユーザは Microsoft Teams 内で Cisco Webex Meetings アプリを使用できるようになりました。Microsoft 

Teams を設定する必要があります。ラボでは、Microsoft Teams Web アプリを使用します。 

1. Web ブラウザで teams.microsoft.com に移動し、Office 365 管理者ユーザでサインインします。 

2. 左側のメニューで [チーム（Teams）] をクリックします。 

3. [チームの作成（Create team）] をクリックします。 

4. チームに名前を付けて、[次へ（Next）] をクリックします。 

5. チームが作成されたら、前に作成した他のユーザを追加します。 

6. ユーザの追加が完了したら [閉じる（Close）] をクリックします。 

7. メイン ウィンドウで、[タブの追加（Add a tab）] アイコン [ ] をクリックして新しいタブを開きます。 

8. Cisco Webex Meetings アプリを検索して選択します。 

9. ポップアップ ウィンドウで [インストール（Install）] をクリックし、次のウィンドウで [保存（Save）] をクリックします。 

これで新しいタブが開き、パーソナル会議室の詳細が表示されます。チャットはアカウントと Cisco Webex Meetings ボットの間でも

開始されます。チャットに移動して、チャットに「help」と入力してコマンドを表示することができます。 

これで、チームに属するすべてのユーザにも同じ Webex タブが作成されました。別のブラウザまたは他のラボのワークステーション

を開いて、別の O365 ユーザとして teams.microsoft.com にログインして、そのタブを表示することができます。新しいタブ [ ] 

として表示されます。[一般（General）] チャネルにタブを追加しました。追加のチャネルを作成する場合は、以前と同じ手順でタブを

追加できます。 

このタブを使用して、インスタント ミーティングを開始したり、ミーティングをスケジュールできます。 

チャネルの [会話（Conversations）] タブ内で @Cisco Webex Meetings を使用して、コマンドを実行することもできます。 

10. [Webex] タブを追加したチャネルのいずれかで [会話（Conversations）] タブを選択します。 

11. チャット ボックスで @Cisco Webex Meetings の入力を開始し、ボットが表示されたら、それを選択します。 

12. ボットを選択した後、[今できる対応（What can I do）] をクリックし、コマンドのリストを表示できます。 

図 24. ボット コマンド 
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コマンドをクリックするか、ボックスに入力して、リストされているどのコマンドでも自由にテストできます。join コマンドを試して

みましょう。このコマンドにより、すべてのユーザが簡単にミーティングに参加できる [参加（Join）] ボタンを含むチャットへのリン

クが示されます。 

図 25. Webex Meetings への参加 
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シナリオ 9： Webex Calling 

エンタープライズレベルのクラウド コール、モビリティ、PBX 機能を、メッセージング用 Cisco Webex Teams、ミーティング用 Webex Meetings、
ソフト クライアントまたはシスコの電話からの通話機能とともに利用できると想像してみてください。これはまさに、100 人以上のユーザ
と既存のオンプレミス PBX インフラストラクチャを使用するお客様のクラウドへのスムーズな移行とともに、Cisco Webex Calling が提供
する機能です。 

Cisco Webex Calling の特徴： 

• テレフォニー ユーザと共通領域のコーリング サブスクリプション 

• 信頼できる地域のサービス プロバイダーが提供する安全で信頼性の高いクラウド サービス 

• モバイル ワーカー向けの包括的な通話機能を提供する、デスクトップおよびモバイル デバイス用 Cisco Webex Calling アプリ  

• すべてのユーザの Webex Teams アクセスによって、優れたユニファイド コミュニケーションとチーム コラボレーションを強化 

• エンタープライズ ユーザが求めるプレミアムなミーティング エクスペリエンスを提供する統合型アドオンの Cisco Webex 

Meetings（オプション） 

• PSTN 用ローカル ゲートウェイ  

• 付加価値リセラー（VAR）チャネルを通じて販売 

• 完全な Webex ブランド 

• 企業は PSTN と時間を個別に確保する必要がある 

• Cisco MPP エンドポイント サポートのみ 

• Webex Teams からのコールの呼び出し 

Webex Calling での Taylor と Rebekah の設定 
1. Webex Control Hub（https://admin.webex.com）で、左側のメニューから [ユーザ（Users）] を選択します（まだログインして

いない場合は、ユーザ名 cholland@cbXXX.dc-YY.com とパスワード dCloud123! を使用します）。 

2. ユーザ リストから [Rebekah] をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。 

3. ページ上のすべてのチェックボックスをオンにし、[次へ（Next）] をクリックします。 

4. [電話番号（Phone Number）] を [なし（None）] のままにし、[内線番号（Extension）] に 86022 と入力します。 

注：ラボでは、ユーザと機能に内線番号のみ使用します。 

5. [完了（Finish）] をクリックします。 

6. Taylor のユーザ アカウントを編集し、Webex Calling サービスを追加して、Taylor の [内線番号（Extension）] として 86021 を
設定します（ラボの初期の段階で [メッセージ（Messaging）] と [ミーティング（Meeting）] の他のサービス ボックスがオンになっ
ていない場合、それらもオンにします）。 

7. （オプション、ただし強く推奨）後でテストする際に備えて、Webex Calling でもう 1 人のユーザを設定します。[内線番号（Extension）] 
に 86023 を使用してください。このユーザは、通話機能をテストするためにシステムへのコールを開始します。 

https://admin.webex.com/�
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Taylor の Multiplatform Phone（MPP）の設定 
物理 MPP 電話を使用している場合は、以下の指示に従って、使用する他の電話機とともに登録してください。物理 MPP 電話を使用し
ていない場合、このラボ用に Webex Calling アプリが 1 つあれば十分です。Webex Calling アプリを使用するだけの場合は、次のセク
ションに進むことができます。 

1. Control Hub で、[デバイス（Devices）] をクリックします。 

2. [デバイスの追加（Add Device）] をクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。 

3. [既存ユーザ（Existing User）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

4. Taylor Bard を検索し、[次へ（Next）] をクリックします。 

5. 最初のボックスに IP フォンの MAC アドレスを入力します。ワイヤレスで接続されていない限り、WLAN MAC（存在する場合）
は使用しないでください。 

6. ドロップダウン メニューから [デバイスタイプ（Device Type）] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

注：使用している電話機が初期設定にリセットされていない場合、ここでリセットします。電話機がすでに初期設定にリセットされ、

電源がオンになっている場合は、電話機を再起動して登録プロセスを再試行します。 

7. 電話の起動後、パスワードの設定を求めるプロンプトが表示されたら、[スキップ（Skip）] を選択します。 

数分後に電話機を登録する必要があります。 

注：この時点で、Control Hub では、電話デバイスのステータスは常に [ステータス参照不可（Status Unavailable）] と示されます。

電話のステータスはすぐに利用可能になりますが、このガイドの執筆時点ではリリースされていません。 

Webex Calling アプリケーションの設定 
他のユーザ用に、Webex Calling アプリケーションを作成してコールを発信および受信します（Taylor 用の物理電話機がない場合は、
Taylor にも Webex Calling アプリの 1 つを使用します）。将来的には、Webex Teams アプリでクラウド コールを行うことができま
す。このガイドの執筆時点ではこの機能はまだ利用できません。ユーザは、次に示すように、独自のユーザ ポータルからデスクトップ 
クライアントをダウンロードできます。 

使用しているコンピュータから、別の Web ブラウザまたはシークレット/プライベート ウィンドウで https://settings.webex.com に
移動します。 

注：同じコンピュータで複数のユーザを使用している場合のサインインの問題を回避するために、別のブラウザを使用することをお勧
めします。同じブラウザでもシークレット/プライベートモードで使用される別のウィンドウを使用できます。 

1. Webex Teams のユーザ名とパスワードを使用してログインします。たとえば、Rebekah のログイン情報は次のようになります。 

• ユーザ名：rbarretta@cbXXX.dc-YY.com 

• パスワード：dCloud123! 

注：Rebekah のパスワードはこの注で説明されているとおりに設定する必要がある場合もあります。 

https://settings.webex.com/�
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2. ログイン後、上部にある [Webex Calling] をクリックします。これにより、Cisco Webex Calling ユーザ ポータルが起動します。 

3. [マイアプリ（MyApps）] をクリックします。 

4. [デスクトップソフトウェア（Desktop Software）] の [ダウンロード（Download）] をクリックし、ダウンロードした後、コンピュー
タにソフトウェアをインストールします。 

5. Webex Calling アプリケーションを開き、条件に同意し、[地域（Region）] のプロンプトが表示されたら [北米（North America）] 
を選択します。[続行（Continue）] をクリックします。 

注：ラボのすべてのトライアルは北米地域で設定されています。 

6. クライアントを更新した後、[サインイン（Sign In）] をクリックします。 

7. [サインイン（Sign In）] をクリックした後、ユーザの Webex Calling ポータルのクレデンシャルを使用してログインします。 

注：デスクトップ アプリの場合は、ブラウザのログインを使用してアプリを認証します。現在 Webex Calling ユーザ ポータルにログ

インしているブラウザで、[ログイン（Login）] タブが開いていることを確認する必要があります。開いていない場合、ログインは機

能しないことがあります。 

8. Google Play と Apple App Store にもモバイル クライアントがあります。Webex Calling を検索し、モバイル デバイスにダウン

ロードします。プロンプトの指示に従って、他のユーザとアプリにサインインします。サインイン後にすべてのプロンプトで [Allow/OK

（許可/OK）] をタップすることが重要です。これを行わないと一部の機能は使用できません。 

コール機能の設定 
クライアントをインストールし、ログインしたので、処理を実行してコーリング機能を設定します。最初にすべての設定を行い、最後

に完全なテストを行います。 

新しいコール機能の追加 
次に、コール機能を作成します。これらの機能をシステムにプロビジョニングするには時間がかかります。プロビジョニングに時間が

かかるため、最初にすべての機能を追加してから、戻って設定します。 

1. Control Hub で、[サービス（Services）] に移動し、[コール（Call）] カードにある [機能（Features）] lリンクをクリックします。 

自動応答がすでに設定されていることがわかります。この機能は、セッションの起動時に作成して割り当てる必要がありました。この

機能は後で編集します。 

2. ポップアップ画面で [新機能（New Feature）] をクリックし、[ハントグループ（Hunt Group）] をクリックします。 

3. ドロップダウン メニューを使用して、リストから [dCloud] を選択します。 

4. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 

ハント グループの内線番号は後で割り当てます。 

最後に表示された画面を見ると、機能が 1 分でプロビジョニングされていることがわかります。このタイミングで前に進んで残りの機能を作成します。

ページの右上にある [注文（Orders）] をクリックすると、作成中のすべての機能/注文のステータスをいつでも確認できます。 
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5. [新機能（New Feature）] をクリックし、[ページンググループ（Paging Group）] をクリックします。 

6. 場所の場合は [dCloud] を選択します。 

7. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 

8. [新機能（New Feature）] をクリックし、[コールキュー（Call Queue）] をクリックします。 

9. 場所の場合は [dCloud] を選択します。 

10. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 

コール機能の設定 
すべての機能がプロビジョニングされるまで、先に進んでいくつかの機能の設定を開始できます。1 つ目はハント グループです。 

ハント グループの設定 
次に、前に追加したハント グループを設定します。次のシナリオでは、ハント グループを設定することができます。 

• シーケンシャル ルーティングを必要とする営業チーム。着信コールが 1 台の電話で鳴りましたが、応答がない場合、コールは

リストの次のエージェントに移動します。 

• 対応可能な最初のエージェントがコールを受け入れることができるように、電話を一斉に鳴らすことを望むサポート チーム。 

1. ハント グループが [コール機能（Call Features）] ページでまだ表示されていない場合は、ページを更新します。 

2. [ハントグループ（Hunt Group）] カードの [編集（Edit）] をクリックします。 

Webex Calling ポータルで新しいタブが開きます。これは、作成した機能ごとに示されます。ここからは、Control Hub に移動して [編

集（Edit）] をクリックするのではなく、Webex Calling ポータル内ですべてをすぐに設定します。 

3. [ハントグループ（Hunt Group）] などハント グループに関連する名前を入力します。 

4. [電話番号（Phone Number）] で、ドロップダウン リストから [（空）（(empty)）] を選択します。 

5. [内線番号（Extension）] に 86030 を入力します。 

6. [発信者ID（Caller ID）] に名前を入力します。 

図 26. ハント グループの設定  
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7. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

8. ページが更新されたら、左側のメニューから [コールルーティング（Call Routing）] をクリックします。 

9. デフォルトでは、[優先度順（Top Down）] が選択されています。このオプションは、常に [電話（Phone）] セクションで設定さ

れた割り当て順に開始されます。一度に 1 ユーザずつ呼び出されます。常に同じユーザから開始され、同じ順序で呼び出されます。

[割り当て済み（Assigned）] リストの一番上に設定されているユーザが最初に呼び出され、その後はリストされている順序で呼び

出されます。コール ルーティングのタイプと各タイプの詳細については、こちら [英語] をクリックしてください。このページには

ハント グループの概要も示され、ラボでとりあげてない設定など、設定の詳細が説されています。 

10. [設定された数の呼出音の後に進む（Advance after a set number of rings）] チェックボックスをオンにし、3 回の呼出音を設定し

ます。 

11. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

12. ページが更新されたら、左側のメニューから [電話（Phones）] をクリックします。 

13. [検索と割り当て（Find and Assign）] 内でクリックして検索し、Taylor Bard および Rebekah Barretta を選択してください。 

14. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

15. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、ハント グループの設定を閉じます。 

コール キューの設定 
コール キューは、キューからのコールを受信するために割り当てられたすべてのユーザ（エージェント）が対応できない場合にクラウ

ドでコールを一時的に保留します。キューに入れられたコールは、ユーザがアクティブ コールに対応できなくなったときに使用可能な

エージェントにルーティングされます。各コール キューにリード番号が割り当てられます。これは、外部の発信者がコール キューに

割り当てられたユーザにアクセスするためにダイヤルできる電話番号です。コール キューには内部内線番号も割り当てられ、この番号

を内部でダイヤルしてコール キューに割り当てられているユーザにアクセスできます。 

ラボでは、基本のコール キューを設定します。コール キューおよびさらに高度な設定の詳細については、こちら [英語] をクリックし

てください。 

1. Webex Calling ポータル内から [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] リストで、[コールキュー（Call Queues）] をクリックします。 

3. Control Hub から以前に設定した 1 つのコール キューの [割り当て（Assign）] をクリックします。 

4. コール キューなどコール キューの関連名を入力します。 

5. [電話番号（Phone Number）] で、ドロップダウン リストから [（空）（(empty)）] を選択します。 

6. [内線番号（Extension.Enter）] に 86031 を入力します。 

7. [発信者ID（Caller ID）] に名前を入力します。 

https://callinghelp.cisco.com/hunt_groups/�
https://callinghelp.cisco.com/modify_call_queues/�
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図 27. コール キューの設定  

 

8. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

9. ページが更新されたら、左側のメニューから [キューの設定（Queue Settings）] をクリックします。 

10. [コールが使用可能なエージェントに送られたときに発信者に呼出音を鳴らす（Play ringing tone to callers when their call is sent to 

an available agent）] チェックボックスをオンにします。 

11. [詳細システム設定（Advanced System Settings）] をクリックします。 

12. [ウェルカムメッセージは必須（Welcome message is mandatory）] の横にあるチェックボックスをオンにします。 

13. [キューイングされたコールの推定待機メッセージ（Estimated Wait Message for Queued Calls）] をオンに切り替えます。 

14. [キューの位置を通知（Announce Queue Position）] のオプション ボタンを選択します。 

15. [保留音（Hold Music）] をオンに切り替えます。 

16. [キューの待機時間後にコールをオーバーフローとしてマークする（Mark calls as overflow after queue wait time）] のチェックボッ

クスをオンにし、ボックスに 80 を入力します。 

17. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

18. ページが更新されたら、左側のメニューから [コールルーティング（Call Routing）] をクリックします。 

19. [コールルーティング（Call Routing）] で、[1回ずつ（One at a time）] を選択します。 

20. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

次に、キューに追加するライセンスとエージェントを割り当てる必要があります。 

21. ページが更新されたら、左側のメニューから [エージェント（Agents）] をクリックします。 

22. [検索と割り当て（Find and Assign）] 内でクリックして検索し、Taylor Bard および Rebekah Barretta を選択してください。 

23. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

24. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、コール キューを閉じます。 
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自動応答の設定 
自動応答によって、コールに応答し、発信者のニーズに対応します。グリーティングの追加、メニューの設定、および留守番電話サー

ビス、ハント グループ、ボイスメール ボックス、または実在の人物へのコールのルーティングを行うことができます。24 時間のスケ

ジュールを作成することも、営業の開始または終了時に別のオプションを指定することもできます。発信者 ID 属性に基づいてコール

をルーティングして VIP リストを作成したり、特定の市外局番からのコールを異なる方法で処理することもできます。 

前述したように、自動応答はラボの開始時にすでに作成しています。新しい自動応答の追加は、前に設定した機能と同様の手順で行い

ます。 

1. Webex Calling ポータル内から [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] リストで、[自動応答（Auto Attendants）] をクリックします。 

3. 自動応答の設定ページに移動します。番号とスケジュールがすでに作成されています。テストの目的で、割り当てられた [スケジュー

ル（Time Schedule）] を後で編集して、ラボの完了時にコールが確実に実行されるようにします。 

4. [アクション（Actions）] をクリックし、[サービスの編集（Edit Service）] を選択します。 

5. [内線番号（Extension）] に、86020 を入力します。 

6. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

7. ページが更新されたら、左側のメニューから [スケジュール（Schedule）] をクリックします。 

8. 次の画面で、[スケジュールの編集（Edit Time Schedule）] をクリックします。 

9. [スケジュールイベント（Schedule Events）] では、毎日がイベント名で表されます。日曜日を表す 1 から始まり、2 は月曜日と

続きます。ラボを実施する日付に対応するイベントの [編集（Edit）] をクリックします。たとえば、木曜日にラボを実施する場合

は、[イベント5（event 5）] の [編集（Edit）] をクリックします。 

10. 正しいイベントを選択したことを確認するには、[定期実行（Reoccurrence）] をクリックします。[定期実行日（Recur On）] で

選択した曜日が表示されます。 

11. [イベント（Events）] をクリックします。 

12. 曜日を示す [名前（Name）] を変更して（日曜、月曜、火曜など）、後で確認しやすくします。 

13. ラボでは、[終日イベント（All Day Event）] の横にあるチェックボックスをオンにします。これで、後からテストするときに、 

時間に関係なくコールが実行されます。 

14. [保存（Save）] をクリックします。 

特に他の曜日にラボの使用を計画している場合は、その曜日の他のイベントを自由に編集できます。 

15. 曜日を編集した後、[保存（Save）] をクリックします。 

16. [スケジュール（Schedule）] ページの右下にある [保存（Save）] をクリックします。 

17. ページが更新されたら、左側のメニューから [メニュー（Menu）] をクリックします。 

18. 各番号のドロップダウン メニューを使用して、以下の表にある [営業時間（Business Hours）] のパラメータを設定します。 
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表 22. 自動応答営業時間の設定 

設定 構成 

0 未使用（Not Used） 

1 内線番号によるダイヤル（Dial By Extension） 

2 名前によるダイヤル（Dial By Name） 

3 プロンプトなしで内線番号に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）] に 86021 を入力 
説明：Taylor にダイヤルする 

4（表示するには [詳細を表示
（Show More）] をクリックす
る必要があります） 

プロンプトなしで内線に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）] に 86030 を入力 
説明：ハント グループ 

5 プロンプトなしで内線番号に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）に 86031 を入力 
説明：コール キュー 

図 28. 自動応答営業時間の設定 

 

後で設定した番号をテストしますが、テストに必要な他の番号を自由に設定できます。各オプションの説明やカスタム グリーティング

の設定方法など詳細については、こちら [英語] をクリックしてください。 

19. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

20. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、自動応答の設定を閉じます。 

次に、自動応答のプロンプトを記録できるように、音声ポータル パスワードを設定します。 

21. [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックしてから、[サイトパッケージの設定（Site Package Settings）] タブ

に移動します。 

22. リストで [音声ポータル（Voice Portals）] をクリックします。 

https://callinghelp.cisco.com/manage_auto_attendants/�
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23. ポップアップ メニューで [位置（Location）] ドロップダウン メニューから [dCloud] を選択し、[選択（Select）] をクリックします。 

24. 内線番号として 86032 を入力します。 

25. [パスワード（Password）] と [パスワードの確認（Confirm Password）] に 1357 を入力します。 

26. [保存（Save）] をクリックします。 

次に、ダイヤルインして、自動応答用の音声プロンプトを記録できます。 

27. 電話から音声ポータルの内線番号（86032）にダイヤルします。 

28. プロンプトが表示されたら [*] ボタンを押し、パスコードを入力します。 

29. メールボックス ID については、音声ポータルの内線番号（86032）を入力し、その後にシャープ（#）を押します。 

30. パスコード 1357 を入力し、[#] を押します。 

31. 1 を押して自動応答グリーティングを変更します。 

32. 1 を押して、営業時間のグリーティングを変更します。 

33. 1 を押してグリーティングを変更します。 

34. 会社に電話をかけてきた人への挨拶として新しいグリーティングを記録し、前に設定したオプションを示します。録音が終了した

ら、# を押します。 

35. 録音後、2 を押して録音したグリーティングを聞くか、1 を押してグリーティングを再録音します。 

36. 自動応答のグリーティングの作成が完了したら電話を切ります。 

コール ピックアップの設定 
グループ コール ピックアップを使用すると、ユーザはピックアップ グループ内のすべての呼出回線に応答できます。ピックアップ グ

ループは、サイト内でグループの管理者が定義した一連のユーザで、コール ピックアップ機能が適用されます。グループ コール ピッ

クアップ機能を使用するには、コール ピックアップ グループを追加、変更、削除したり、特定のユーザをそのピックアップ グループ

に割り当てる必要があります。 

コール ピックアップ サービスを使用するには、次の条件が満たされている必要があります。 

• ユーザは、1 つのコール ピックアップ グループにのみ割り当てることができます。 

• コール ピックアップ グループには、同じサイトのユーザのみ割り当てることができます。 

• 1 つのサイトに複数の通話ピックアップ グループが存在できます。 

• コール ピックアップ グループ名は一意であることが必要です。 

• コール ピックアップ グループにユーザを割り当てると、そのユーザに対して有効になっている Barge-in 制限がなくなります。 

1. Webex Calling ポータル内から [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] で [コールピックアップ（Call Pickup）] をクリックします。 
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3. [追加（Add）] をクリックします。 

4. グループ名を入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

5. ページが更新されたら、[利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のチェックボックスをオンにし、右矢印 [ ] 

をクリックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

コール パークの設定 
コールパーク機能を使用すると、定義されたグループ ユーザは、コール パーク グループの他の対応可能なメンバーに対してコールを

パークし、その電話のグループの他のメンバーがピックアップできます。 

開始前に把握すべき事項： 

• ユーザは、1 つのコール パーク グループにのみ割り当てることができます。 

• コール パーク グループには、同じサイトのユーザのみ含めることができます。 

• 1 つのサイトに複数のコール パーク グループが存在できます。 

• コール パーク グループ名は一意である必要があります。 

1. Webex Calling ポータル内から [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] で [コールパーク（Call Park）] をクリックします。 

3. [追加（Add）] をクリックします。 

4. グループ名を入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

5. ページが更新されたら、[利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のボックスをオンにし、右矢印 [ ] をク
リックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

ページの上部に [グローバル設定（Global Settings）] ボタンがあり、設定されているすべてのコール パーク グループの設定を構成で

きます。 

ページング グループの設定 
グループ ページング サービスを使用すると、ユーザは電話番号または内線番号にダイヤルして、最大 75 のターゲット ユーザで構成される

グループに一方向の通話をセットアップできます。グループ ページング サービスは、割り当てられたすべてのターゲットへの同時通話を可

能にし、システムがページングに対応できることを発信者に通知します。通話後、発信者は電話を切ってページを終了します。 

1. Webex Calling ポータル内から [アドバンスドサービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [生産性サービス（Productivity Services）] で [グループページング（Group Paging）] をクリックします。 

3. 以前 Control Hub で設定した 1 つのページング グループの横にある [編集（Edit）] をクリックします。 
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4. ページング グループに名前を付けます。 

5. [内線番号（Extension）] に、86033 を入力します。 

6. ページの右側の [その他のオプション（More Options）] で、[ページングターゲット（Paging Targets）] をクリックします。 

7. [利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のボックスをオンにし、右矢印 [ ] をクリックして [割り当て済み
（Assigned）] に移動します。 

8. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

9. メインのページング グループ ページで、右下の [保存（Save）] をクリックします。 

コーリング機能のテスト 
コーリング機能を設定したので、その機能をテストします。電話に Taylor を設定するか、Taylor を Webex Calling クライアントにロ

グインさせます。Rebekah は Webex Calling クライアントにもログインする必要があります。前述したように、Taylor と Rebekah が

すべてのコーリング機能に対して設定されているため、すべてのコールを開始するには別のユーザを設定し、Webex Calling クライア

ントにログインさせるのが最適です。それができない場合は、Taylor または Rebekah のいずれかでコールインできます。以下のテス

トはすべて、3 人目のユーザがシステムにコールし、Taylor と Rebekah がコールに応答することを前提にしています。 

自動応答、ハント グループ、およびコール キューのテスト 
以前、自動応答を設定したときに、グリーティングを録音し、オプションを設定しました。これらのオプションは、次の表のパラメー

タを使用して設定しました。 

表 23. 自動応答営業時間の設定 

設定 構成 

0 未使用（Not Used） 

1 内線番号によるダイヤル（Dial By Extension） 

2 名前によるダイヤル（Dial By Name） 

3 Taylor に直接ダイヤルする 

4 Taylor と Rebekah に着呼するハント グループに転送する 

5 Taylor と Rebekah に着呼するコール キューに転送する 

これらの機能を完全にテストするには、3 人のユーザが必要です。ハント グループとコール キューに Taylor と Rebekah を設定し、コー

ルインする 3 人目のユーザが両方のユーザへのルーティングをテストできるようにしました。 

1. 3 人目のユーザとして自動応答の内線番号（86020）にダイヤルします。 

2. オプション 1 をテストし、Taylor または Rebekah の内線番号を入力します。通話は内線番号に転送されます。 

3. オプション 2 をテストし、キーパッドを使用して Taylor または Rebekah の名前または姓を入力します。最初の 3 文字を入力した後、

通話が転送されます。コールに応答します。拒否すると、通話はボイスメールに送信されます。 

4. オプション 3 をテストします。Taylor の電話が鳴ります。 

5. オプション 4 をテストします。Taylor または Rebekah の携帯電話またはアプリが鳴り（リストに先に記載されているユーザによる）、

通話を拒否し、通話が他のユーザにフェールオーバーすることを確認します。 
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6. オプション 5 をテストします。次の点に注意してください。 

• 次に利用可能なエージェントを待つように指示する音声プロンプトが再生されます。また、キュー内の自分の位置も通知されます。 

• Taylor または Rebekah の電話またはクライアントが鳴ります。 

• 着信を拒否すると、その通話は他のエージェントにフェールオーバーされます。 

• 呼出音が鳴るように設定すると、送信したタイマーに基づいて引き続きユーザにプロンプトが表示されます。 

• 最終的に、設定した時間が経過すると、コールは応答する他のユーザにフェールオーバーされ、誰も応答しない場合はビジー

信号として登録されます。 

自動応答に設定したその他のオプションは自由にテストしてください。 

コール ピックアップのテスト 
次に、コール ピックアップをテストします。これらの機能を完全にテストするには、3 人のユーザが必要です。ピックアップ グループ

に Taylor と Rebekah を設定しています。この場合、それらのいずれかのユーザにダイヤルする 3 人目のユーザが必要で、他のユーザ

は通話を受けるのではなく、ピックアップを開始します。 

1. Webex Calling アプリケーションで 3 人目のユーザから Rebekah への通話を開始します。 

2. Taylor の電話またはアプリで、*98 にダイヤルして通話をピックアップします。 

3. 終了したら、通話を終了します。 

コールパークのテスト 
次に、コールパークをテストします。これらの機能を完全にテストするには、3 人のユーザが必要です。コール パーク グループに Taylor 

と Rebekah を設定しています。この場合、これらいずれかのユーザにダイヤルする 3 人目のユーザが必要で、通話をパーク保留し、

他のユーザまたは同じユーザにより通話をピックアップします。 

1. Webex Calling アプリケーションで 3 人目のユーザから Taylor または Rebekah への通話を開始します。 

2. 電話またはクライアントで通話に応答します。次のように通話をパーク保留できます。 

• 電話で通話に応答します。[転送（Transfer）] ソフトキーまたは物理転送ボタンを押します。*68XXXX#（XXXX は、通話先
のユーザまたはシステムの別のユーザの 4 桁の内線番号）を入力します。通話はその内線番号でパーク保留され、ダイヤルイ
ン ユーザのクライアントで保留音が聞こえます。 

• 電話で通話に応答します。[パーク（Park）] ソフトキーを押します。# キーを 2 回押して、ユーザの内線番号にコールをパー
クします。 

• クライアントで応答します。[パーク（Park）] ボタン [ ] をクリックし、[内線番号を使用する（Use my extension）] を選
択したままにし、[パーク（Park）] をクリックします。または、[パークする内線番号を入力する（Enter extension to park）] 
を選択し、通話をパーク保留する別の内線番号を入力することもできます。 

3. 電話またはクライアントからの通話を受けるには、*88XXXX#（XXXX = 通話をパーク保留した 4 桁の内線番号）にダイヤルします。 

4. 終了したら、コールを終了します。 
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ページング グループのテスト 
次に、ページング グループ機能をテストします。この機能が使用できるかどうかは使用している環境によります。次の要件を満たす必
要があります。 

• ページングには、IP アドレス 239.192.16.240 を使用したマルチキャスト ルーティングが必要です。IP アドレスがマルチキャ
スト ルーティング用に空いているか確認します。 

• ページング グループは、Cisco IP Phone 7800 または 8800 シリーズでのみ動作します。 

• グループに、前の項目にリストされている電話のタイプの 1 つに割り当てられている 2 人以上のユーザが必要です。少なくと
も 1 台の電話機を登録する必要があります。ラボでは、Taylor と Rebekah をページング グループに割り当てて、これらの各
ユーザには登録済みの 7800 または 8800 電話機が必要です。 

• 前述の要件のいずれかが満たされない場合、ページング グループは機能せず、ビジー トーンまたはその番号が使用できない
ことを示すメッセージが表示されます。 

1. Taylor の MPP 電話からページング グループの内線電話（86033）への通話を開始します。 

2. グループ内の他のすべての電話機のスピーカーからページングが聞こえます。他の電話で数秒間ページングが聞こえた後、Taylor の
電話で「ページング システムの準備ができました（Paging system ready）」が聞こえます。その後、Taylor の携帯電話で通話し、
他の電話を通じて音声を聞くことができます。 

ローカル ゲートウェイ 
これまで、PSTN にアクセスせずにすべての内部通話をテストしました。このセクションでは、ローカル ゲートウェイ機能について説
明します。この機能を使用すると、既存の PSTN を使用して、クラウド登録済みの電話に PSTN 接続を提供できます。サイトのローカ
ル ゲートウェイを設定する場合にはいくつかのオプションがあります。このラボでは、PSTN との間のコール ルーティングに Unified CM 
を使用するローカル ゲートウェイを設定します。次のスクリーンショットを参照してください。 

図 29. Unified CM を使用するローカル ゲートウェイ 
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Unified CM のコール ルーティングは完了しているため、ローカル ゲートウェイの設定に集中できます。DCloud セッションへのコール 

フローは次のように動作します。 

a. コールは dCloud PSTN DID 番号に着信します。 

b. DCloud ゲートウェイはその番号を 4 桁の内線番号に変換し、それを Unified CM に送信します。 

o これらの番号は、dCloud セッションの詳細ページの [電話番号（Phone Numbers）] セクションで確認できます。

また、Workstation 1 のデスクトップの DN_to_DID.txt という名前のテキスト ファイルでも確認できます。 

c. Unified CM の変換パターンは 4 つの内線番号と一致し、その番号に 8 のプレフィックスが付いています。 

o ラボで使用する 4 つの内線番号は 6020、6021、6022、6023 です。 

d. この変換された番号は、ローカル ゲートウェイ用に事前設定したトランクにコールを送信するルート パターンと一致し

ます。 

o 事前設定されたトランクは、着信ポート 5065 に設定された SIP トランク セキュリティ プロファイルを使用し

ます。 

最初のタスクは、Control Hub にローカル ゲートウェイを作成することです。ローカル ゲートウェイを構築するには、作成後に提供さ

れる情報が必要です。 

1. Control Hub で、[サービス（Services）] に移動し、[コール（Call）] カードにある [場所（Locations）] リンクをクリックします。 

各場所にローカル ゲートウェイを割り当てることができます。ラボでは、1 つの場所にローカル ゲートウェイを設定します。ゲートウェ

イは、dCloud セッションでホストされます。 

2. 鉛筆アイコン [ ] をクリックして、ローカル ゲートウェイを追加します。 

3. ドロップダウン メニューを使用して、[新しいローカルゲートウェイの作成（Create New Local Gateway）] を選択します。 

4. ゲートウェイの名前に dCloud を入力し、緑のチェックマーク [ ] をクリックします（チェックマークをクリックする前に名前

を入力してください）。 

5. しばらくすると、ページに情報が表示されます。この情報は、ローカル ゲートウェイを設定するために必要です。この情報をすぐ

に書き留めます。レジストラ ドメイン、トランク グループ OTG/DTG、ライン/ポート、および発信プロキシ アドレスが必要にな

ります。 
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図 30. サンプルのローカル ゲートウェイ設定 

 

6. 情報を収集したら、ページの下部にスクロールして [ユーザ名を取得し、パスワードをリセットする（Retrieve Username and Reset 

Password）] リンクをクリックします。 

パスワードがリセットされることを示すポップアップ メッセージが表示されます。これは、ユーザ名とパスワードを初めて取得してい

るので問題ありません。ただし、このリンクをクリックするといつでも、パスワードがリセットされることを理解することが非常に重

要です。前のパスワードでローカル ゲートウェイをすでに設定している場合は、このリセットによって BroadCloud へのローカル ゲート

ウェイ接続が切断します。したがって、この情報を安全な場所に保管し、紛失しないようにします。 

7. ポップアップ メッセージで [はい（Yes）] をクリックします。 

8. [ユーザ名（Username）] と [パスワード（Password）] を取得します。また、ローカル ゲートウェイの設定時にもこれを使用し

ます。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 86/160 ページ 
  

図 31. サンプルのローカル ゲートウェイ ユーザ名とパスワード 

 

9. ユーザ名とパスワードの取得が完了したら、[完了（Done）] をクリックします。 

10. 上からすべての情報を収集した後、[保存（Save）] をクリックします。 

ローカル ゲートウェイ コンフィギュレーション  
ここで、前のセクションで受信した情報を使用してローカル ゲートウェイを設定します。 

注：すべてのコマンドは、LGW_Config.txt という名前の Workstation 1 のデスクトップでも確認できます。 

1. Workstation 1 に接続し、デスクトップのアイコン [ ] を使用して PuTTY を開きます（dCloud セッションに VPN で接続して

いる場合は、ローカル SSH クライアントを使用することもできます）。 

2. ローカル ゲートウェイに保存されたセッションをダブルクリックして、198.18.133.226 のローカル ゲートウェイに SSH 接続し

ます。 

3. admin/dCloud123! でログインします。 

4. 以下の設定を使用して、ダミーの PKI トラストポイントを作成し、dummyTp という名前を付けます。sip-ua にトラストポイント

をデフォルトのシグナリング トラストポイントとして割り当てます。テナント 200（後述の説明を参照）で設定された発信プロキ

シが、サーバから受信した CN-SAN リストと一致する場合にのみ LGW が接続を確立するためには、cn-san-validate サーバが必

要です 

暗号トラストポイントは、ローカル クライアント証明書（mTLS）が接続のセットアップに必要ない場合でも、TLS を動作させる

ために必要です。最後に、次の表に示すように v1.2 の独占権を有効にして TLS v1.0 および v1.1 を無効にします。 
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表 24. ローカル ゲートウェイ トラストポイントの設定 

設定 

configure terminal 
crypto pki trustpoint dummyTp 
revocation-check crl 
exit 
sip-ua 
crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server 
transport tcp tls v1.2 
end 

図 32. ローカル ゲートウェイ トラストポイントの設定 

 

5. デフォルトのトラストプール バンドルには、BroadCloud への TLS 接続の確立中にサーバ側の証明書を検証するために必要な「DigiCert 

ルート CA」証明書は含まれていません。以下に示すように、http://www.cisco.com/security/pki から最新の「Cisco Trusted Core 

Root Bundle」をダウンロードしてトラストプール バンドルを更新する必要があります。 

表 25. ローカル ゲートウェイ証明書の設定と検証 

設定 

! DigiCert ルート CA 証明書が存在するかどうか確認する 
show crypto pki trustpool | include DigiCert 
! – 存在しない場合は、以下のように更新する 
configure terminal 
crypto pki trustpool import clean url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b 
end 
! 検証 
show crypto pki trustpool | include DigiCert 

http://www.cisco.com/security/pki�
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図 33. ローカル ゲートウェイ証明書の設定と検証 

 

6. プラットフォーム上のローカル ゲートウェイ/CUBE ブアプリケーションを有効にするには、次のコマンドを入力します。 

表 26. ローカル ゲートウェイ コンフィギュレーション  

設定 

configure terminal 
voice service voip  
ip address trusted list 
ipv4 199.59.65.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.66.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.70.0 255.255.255.128 
exit 

allow-connections sip to sip 
media statistics  
media bulk-stats 
no supplementary-service sip refer 
no supplementary-service sip handle-replaces 
fax protocol pass-through g711ulaw 
stun 
stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 
stun flowdata shared-secret 7 104D000A061811021F0725282D3B303A 
sip 
g729 annexb-all 
early-offer forced 
end 
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図 34. ローカル ゲートウェイ コンフィギュレーション  

 

上のコマンドの説明： 

ip address trusted list – 通信料金詐欺の防止  

ローカル ゲートウェイが正当な VoIP コールを求めるエンティティ（BroadCloud ピア、Unified CM ノード、IP PSTN など）の送信元 

IP アドレスを明示的に有効にします。デフォルトでは、LGW は信頼できるリストにない IP アドレスからのすべての着信 VoIP コール

のセットアップをブロックします。「session target ip」またはサーバ グループを使用するダイヤルピアからの IP アドレスはデフォルト

で信頼され、ここで設定する必要はありません。 

このリスト内の IP アドレスは、お客様が接続されている地域の Webex Calling データセンター（北米、EMEA、オーストラリア、オー

ストラリア、ベータ）に従って、ファイアウォール ドキュメント（https://help.webex.com/preview/en-us/b2exve/Port-Reference）

の IP サブネットと一致する必要があります。前のページの設定は、北米/ベータの Webex Calling DC に接続されているお客様向けです。 

media statistics  

LGW のメディア監視を有効にします。 

media bulk-stats  

コントロール プレーンでバルク コール統計用にデータ プレーンをポーリングできるようにします。 

allow-connections sip to sip 

このプラットフォームが 2 つの VoIP SIP コール レッグをブリッジできるようにします。デフォルトでディセーブルになっています。 

no supplementary-service sip refer および no supplementary-service sip handle-replaces 

REFER を無効にし、Replaces ヘッダーのダイアログ ID をピアのダイアログ ID で置き換えます。 

fax protocol pass-through g711ulaw 

https://help.webex.com/preview/en-us/b2exve/Port-Reference�
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Fax トランスポート用のオーディオ コーデックを有効にします。 

stun 

stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 

stun flowdata shared-secret 7 104D000A061811021F0725282D3B303A 

STUN をグローバルに有効にします。コールが BroadCloud ユーザに戻される場合（つまり、着信側と発信側の両方が BroadCloud サ

ブスクライバで、BroadCloud SBC にメディアをアンカーしている）、ピンホールが開かれていないため、メディアはローカル ゲート

ウェイにフローできません。 

ローカル ゲートウェイの STUN バインディング機能を使用すると、ローカルで生成された STUN 要求を、ネゴシエート済みのメディア 

パスを介して送信することができます。STUN はファイアウォールのピンホールを開くためだけに使用され、BroadCloud のアクセス SBC 

でメディアのラッチングを行うことができるので、共有秘密は任意です。 

sip 

g729 annexb-all 

G729 のすべてのバリアントを許可します。 

sip 

early-offer forced 

このコマンドは、LGW/CUBE に、隣接ピアから確認応答を取得するまで情報の送信を待つのではなく、最初の INVITE メッセージその

もので SDP 情報を送信させます。 

7. BroadCloud は要求/応答メッセージで SIPS URI をサポートしていないため（ただし、sips._tcp.<outbound-proxy> のように SRV 

クエリにはこれらが必要です）、SIP URI を SIP に変換し直すために必要な次の SIP プロファイルを設定します。 

rule 20 は、企業内で LGW サイトを一意に識別するために Control Hub から From ヘッダーを変更して [トランクグループOTG/DTG

（Trunk Group OTG/DTG）] パラメータを含めます。以下の例では dcloud9001_lgu が使用されています。これを [トランクグルー

プOTG/DTG（Trunk Group OTG/DTG）] 情報で置き換えてください。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 91/160 ページ 
  

図 35. マッピングの設定例  

 

表 27. ローカル ゲートウェイ SIP プロファイルの設定  

設定 

configure terminal 
voice class sip-profiles 200 
rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)" "sip:\1" 
rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:" "<sip:\1" 
rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>" "<sip:\1;transport=tls>" 
rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 20 request ANY sip-header From modify ">" ";otg=dcloud9001_lgu>" 
rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1" 

図 36. ローカル ゲートウェイ SIP プロファイルの設定  
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8. 次の表に示すように、コーデック プロファイル、STUN 定義、および SRTP 暗号スイートを設定します。 

表 28. ローカル ゲートウェイ コンフィギュレーション  

設定 

voice class codec 99 
codec preference 1 g711ulaw 
codec preference 2 g711alaw 
codec preference 3 g729r8 
exit 
voice class srtp-crypto 200 
crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 
exit 
voice class stun-usage 200 
stun usage firewall-traversal flowdata 
exit 

図 37. ローカル ゲートウェイ SIP プロファイルの設定  
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上のコマンドの説明： 

voice class codec 99  

セッションで g729 と g711（mu とa-law）の両方のコーデックを許可します。すべてのダイヤルピアに適用されます。 

voice class srtp-crypto 200  

SHA1_80 をオファーおよび応答の SDP の LGW/CUBE によって提供される唯一の SRTP 暗号スイートとして指定します。BroadCloud は 

SHA1_80 のみをサポートします。このコマンドは、BroadCloud 向け voice class tenant 200（後述の説明を参照）に適用されます。 

voice class stun-usage 200 

STUN の使用を定義します。Unified CM 電話が別の BroadCloud 電話に通話を転送する際に、音声を回避するために、すべての 

BroadCloud 側（2XX タグ）ダイヤルピアに適用されます。 

9. voice class tenant 200 を次のように設定します。ただし、このドキュメントの voice class tenant 200 に表示されているとおり

ではなく、以下のマッピングに示されているように Control Hub から取得したパラメータを使用してください。 

図 38. マッピングの設定例  

 

注：これらの設定は以下の表 30 で使用される参照用に示しているため、使用しないでください。ローカル ゲートウェイを追加すると

きに、Control Hub で前に収集した設定を使用します。 

• [レジストラドメイン（Registrar Domain）]：40462196.cisco-bcld.com 

• [トランクグループOTG/DTG（Trunk Group OTG/DTG）]：dcloud9001_lgu 

• [ライン/ポート（Line/Port）]：dCloud0014_LGU@40462196.cisco-bcld.com 

• [発信プロキシアドレス（Outbound Proxy Address）]：la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 
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• [ユーザ名（Username）]：dCloud9001_LGU 

• [パスワード（Password）：%bjQQp*xut 

表 29. ローカル ゲートウェイ テナント設定  

設定 

voice class tenant 200 
registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 
credentials number dCloud0014_LGU username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks 
authentication username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks 
no remote-party-id 
sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 
connection-reuse 
srtp-crypto 200 
session transport tcp tls 
url sips 
error-passthru 
asserted-id pai 
bind control source-interface GigabitEthernet1 
bind media source-interface GigabitEthernet1 
no pass-thru content custom-sdp 
sip-profiles 200 
outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 
privacy-policy passthru 

 

図 39. ローカル ゲートウェイ テナント設定  

 

上のコマンドの説明： 

voice class tenant 200 

CUBE のマルチテナント機能は、テナントの差別化されたサービスを許可する SIP トランク上の複数テナント固有のグローバル設定を

有効にします。 

registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 

登録が 2 分（240 秒の 50%）おきに更新されるように設定されたローカル ゲートウェイのレジストラ サーバ 
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credentials number dCloud9001_LGU username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks 

トランク登録チャレンジのクレデンシャル 

“authentication username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks” 

コールの認証チャレンジ 

no remote-party-id 

CLI asserted-id pai を使用して有効化される（以下を参照）PAID を BroadCloud がサポートするため、SIP Remote-Party-ID（RPID）

ヘッダーを無効にします。 

sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 

BroadCloud サーバ 

connection-reuse 

登録とコール処理に同じ固定接続を使用します。 

srtp-crypto 200 

「voice class srtp-crypto 200」で定義される SHA1_80 を指定します。 

session transport tcp tls 

TLS へのトランスポートの設定 

url sips 

SRV クエリはアクセス SBC によってサポートされる SIP であることが必要で、他のすべてのメッセージは sip-profile 200 によって SIP 

に変更されます。 

error-passthru 

SIP エラー応答パススルー機能 

asserted-id pai 

LGW/CUBE で PAI 処理をオンにします。 

bind control source-interface GigabitEthernet1 

BroadCloud に向かうシグナリング ソース インターフェイス 

bind media source-interface GigabitEthernet1 

BroadCloud に向かうメディア ソース インターフェイス 

no pass-thru content custom-sdp” 

テナント下のデフォルト コマンド 

sip-profiles 200 
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SIPS を SIP に変更し、voice class sip-profiles 200 で定義されたとおりに INVITE および REGISTER メッセージのライン/ポートを変

更します。 

outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us90.cisco-bcld.com 

BroadCloud アクセス SBC 

privacy-policy passthru 

着信から発信レッグまでプライバシー ヘッダー値を透過的に通過します。 

10. 次に、以下の音声クラス テナントを設定します。 

表 30. ローカル ゲートウェイ音声クラスのテナント設定  

設定 

! voice class tenant 100 は CUCM に向かうすべての発信ダイヤルピアに適用されます。 
voice class tenant 100  
session transport udp 
url sip 
error-passthru 
bind control source-interface GigabitEthernet2 
bind media source-interface GigabitEthernet2 
no pass-thru content custom-sdp 
 
! voice class tenant 300 は、CUCM からのすべての着信ダイヤルピアに適用されます。 
voice class tenant 300  
bind control source-interface GigabitEthernet2 
bind media source-interface GigabitEthernet2 
no pass-thru content custom-sdp 

図 40. ローカル ゲートウェイ音声クラスのテナント設定  
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11. URI ベースのダイヤル用に次の音声クラス URI を設定します。 

表 31. ローカル ゲートウェイ音声クラスの設定  

設定 

! - ポート経由での BroadCloud アクセス SBC のシグナリングを定義  
 
voice class uri 200 sip 
pattern :8934 
 
! - Webex Calling トランクのポート経由での Unified CM シグナリングを定義 
 
voice class uri 300 sip 
pattern :5065 

図 41. ローカル ゲートウェイ音声クラスの設定  

 

12. 次の音声クラス サーバグループを設定します 

表 32. ローカル ゲートウェイ サーバグループの設定  

設定 

voice class server-group 301 
ipv4 198.18.133.3 port 5065 

図 42. ローカル ゲートウェイ サーバグループの設定  

 

この設定では、Unified CM トランクのターゲット ホストの IP アドレスとポート番号を定義しています。Unified CM は、Webex Calling 

トランクの着信トラフィックにポート 5065 を使用します。トランクおよびポート番号付きのトランク セキュリティ プロファイルが、

ラボで事前に設定されています。 
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13. 以下の表に示される発信ダイヤルピアを設定します。 

表 33. ローカル ゲートウェイの発信ダイヤルピアの設定  

設定 

! - BroadCloud 宛の発信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 201 voip 
description Outgoing dial-peer to BroadCloud 
destination-pattern .T 
session protocol sipv2 
session target sip-server 
voice-class codec 99 
dtmf-relay rtp-nte 
voice-class stun-usage 200 
no voice-class sip localhost 
voice-class sip tenant 200 
srtp 
no vad 
 
! - Unified CM の Webex Calling トランクに向かう発信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 301 voip 
description BroadCloud からの着信用 Unified CM Webex Calling トランクへの発信ダイヤルピア 
destination-pattern .T 
session protocol sipv2 
session server-group 301 
voice-class codec 99 
dtmf-relay rtp-nte 
voice-class sip tenant 100 
no vad 

図 43. ローカル ゲートウェイの発信ダイヤルピアの設定  
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14. 次のダイヤルピア グループ（DPG）を設定します。 

表 34. ローカル ゲートウェイのダイヤルピア グループの設定  

設定 

! - Unified CM --> LGW --> BroadCloud パスのターゲットとして発信ダイヤルピア 201 を使用してダイヤルピア グループ 200 を定義 
 
voice class dpg 200 
dial-peer 201 preference 1 
 
! - BroadCloud --> LGW --> Unified CM パスの発信ダイヤルピア 301 に対してダイヤルピア グループ 300 を定義 
 
voice class dpg 300 
dial-peer 301 preference 1 

図 44. ローカル ゲートウェイのダイヤルピア グループの設定  

 

15. 次の着信ダイヤルピアを設定します。 

表 35. ローカル ゲートウェイの着信ダイヤルピアの設定  

設定 

! - 着信 BroadCloud コール レッグ用の着信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 200 voip 
description Incoming dial-peer from BroadCloud 
session protocol sipv2 
destination dpg 300 
incoming uri via 200 
voice-class codec 99 
dtmf-relay rtp-nte 
voice-class stun-usage 200 
voice-class sip tenant 200 
srtp 
no vad 
 
! 宛先を BroadCloudとする着信 Unified CM コール レッグ用の着信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 300 voip 
description Incoming dial-peer from Unified CM for BroadCloud 
session protocol sipv2 
destination dpg 200 
incoming uri via 300 
voice-class codec 99 
dtmf-relay rtp-nte 
voice-class sip tenant 300 
no vad 
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図 45. ローカル ゲートウェイの着信ダイヤルピアの設定  

 

これで、ローカル ゲートウェイの設定は完了です。ここで、保存します。 

16. コマンド プロンプトで end と入力します。 

17. 保存するには、copy run start と入力し、Enter キーを 2 回押します。 

注：すべてのローカル ゲートウェイ設定を 1 ヵ所に表示するには、付録 D に進みます。 

設定をテストする前に、ローカル ゲートウェイが Control Hub にオンラインで表示されていることを確認します。 

18. Control Hub に戻り、必要に応じてログイン（cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）します。 

19. [サービス（Services）] に移動し、[コール（Call）] カードにある [場所（Locations）] をクリックします。 

20. 場所の下部には、dCloud ローカル ゲートウェイの横に緑色の点が付いています。赤い点が付いている場合は、設定を確認する必

要があります。 

図 46. オンラインおよび登録済みローカル ゲートウェイ  
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ローカル ゲートウェイのテスト  
ローカル ゲートウェイを完全に設定したので、PSTN や Unified CM に登録したコール デバイスで通話をテストできます。 

MPP/Webex Calling アプリからオンプレミス Jabber クライアントにコールします。 

1. Workstation 1 で Jabber を開きます（ラボにログインしていない場合は、cholland@cbXXX.dc-YY.com でログインします）。

ユーザ名/パスワードのプロンプトが表示されたら、ユーザ名/パスワードに cholland/C1sco12345 を入力します。 

2. MPP または Webex Calling クライアントから、9725556018 にダイヤルします。 

3. Jabber で発信に応答します。 

ユーザの発信者 ID は、ユーザに割り当てられていない完全な E.164 番号であることに気づきます。これは予想どおりの結果です。ユー

ザは内線番号を使用して設定されているため、システムはその場所に設定されたメイン番号を使用します。dCloud の場所に設定され

ているメインの番号を表示するには、Control Hub で [サービス（Services）] に移動し、[コール（Call）] カードの [番号（Numbers）] 

をクリックします。前に確認した発信者 ID が [ ] のインジケータで示されていることがわかります。この番号は、自動応答に対

しても設定されています。 

もう 1 つ注意すべきなのは、BroadCloud では呼び出し先の番号の先頭に +1 が追加されることです。これは、この場所が米国用に設

定されているためです。場所が別の地域に設定されている場合は、呼び出し先の番号にプラス（+）と国コード付けて送信します。 

4. コールを終了する。 

オンプレミス Jabber クライアントから MPP/Webex Calling アプリにコールします。 

1. Jabber クライアントから、ユーザまたは自動応答内線番号のいずれかにダイヤルします。ラボで設定した内線番号は次のとおり

です。 

a. 86020 – 自動応答 

b. 86021 – Taylor Bard 

c. 86022 – Rebekah Barretta 

d. 86023 – 3 人目のユーザ（オプション） 

2. MPP または Webex Calling クライアントで応答します。 

このコールは、事前に設定されたトランク経由でルーティングされます。また、このトランクで設定されたルート リストを指す 860XX 

の事前設定済みルート パターンがコール フローで使用されます。 

3. コールを終了する。 

PSTN から MPP/Webex Calling アプリにコールします。 

次に、PSTN に対するコールをテストします。PSTN からダイヤルする DID 番号は、dCloud セッションの詳細に記載されています。

また、Workstation 1 のデスクトップの DN_to_DID.txt という名前のテキスト ファイルにも記載されています。 

1. DID 番号で、実際の携帯電話またはデスク フォンからユーザまたは自動応答のいずれかにダイヤルします。 

2. Webex Calling デバイス/アプリでコールに応答します。 
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3. dCloud のコール フローは次のとおりです。 

a. 着信の DID が dCloud に入ります。 

b. プラットフォーム ゲートウェイは、その DID を 4 桁の内線番号に変換します（6XXX または 7XXX）。 

c. Unified CM には事前設定済みのトランスレーション パターンが設定され、8 のプレフィックスが追加されます。 

d. この変換により、ローカル ゲートウェイの SIP トランクを持つルート リストを指し示す、事前設定された 860XX ルート 

パターンがヒットします。SIP トランクはルート グループに設定され、ルート リストに追加されます。 

e. 通話はローカル ゲートウェイを経由して BroadCloud、ユーザの内線番号にルーティングされます。 

MPP/Webex Calling アプリから PSTN にコールします。 

dCloud では、国内通話はセッションが存在するデータセンターの地域で許可されます。米国西部/東部のデータセンターは、dc-05 ま

たは dc-01 です。EMEAR データセンターは dc-03 です。APJ データセンターは dc-02 です。 

米国のデータセンターでは、どの国内番号にもコールできます。この場所は米国向けに作成されているため、BroadCloud では必要に

応じてダイヤルされた番号に +1 が追加されます。そのため、10 桁の番号または 1 + 10 桁の番号をコールできます。 

EMEAR または APJ セッションからのダイヤルは、米国と若干異なります。どのセッションでも、データセンターに関係なく、Webex 

Calling の場所は米国向けに作成されています。このため、ラボでは、英国（EMEAR）やシンガポール（APJ）の国内番号をダイヤル

するには、00 + 国コードをダイヤルしてから、番号（英国の場合は 10 桁、シンガポールの場合は 8 桁）をダイヤルする必要があり

ます。EMEAR データセンターの場合、国コードは 44 です。APJ データセンターの場合、国コードは 65 です。 

00 と番号をダイヤルすると、BroadCloud は番号をそのままルーティングし、+1 を追加しません。次に、Unified CM での EMEAR お

よび APJ セッションのコール フローは次のようになります。 

• コールは Unified CM に入り、データセンターに応じて、00.44! （英国）または 00.65! （SNG）トランスレーション パター

ンにヒットします。 

• トランスレーション パターンでは、番号から 00 が削除され、プラス（+）が追加されます。 

• 現在 +E.164 番号は +44/+65 のルート パターンのいずれかにヒットし、dCloud PSTN ゲートウェイにルーティングされます。 

1. 前述のダイヤルの説明に基づいて、PSTN 番号にダイヤルします。 

2. コールに応答します。 

着信発信者 ID 番号は、919、408、44、または 64 の番号（セッション データセンターによる）で始まることに注意してください。こ

れは、dCloud PSTN のセットアップ方法によって予測されます。発信者 ID は常に、7800 DN にマップされるセッションに割り当てら

れた DID として示されます。 

3. コールを終了する。 

Webex Teams と Webex Calling 

Webex Teams ユーザは Webex Calling デスクトップ クライアントを利用して電話番号にダイヤルできます。デフォルトでは、組織は 

Webex Teams クライアントを使用して電話番号にダイヤルするよう設定されます。この設定は、システム全体またはユーザごとに個

別に設定できます。 
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1. Webex Calling クライアントにサインインするローカル コンピュータで、Rebekah（rbarretta@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）

として Webex Teams にサインインします。別のユーザで Webex Calling デスクトップ クライアントにサインインした場合は、

同じユーザで Webex Teams にサインインします。 

2. 電話アイコンをクリックして、PSTN 番号またはチャールズ 9725556018 の電話番号をダイヤルします。 

電話番号を発信できないことを示すポップアップ メッセージが表示されます。これは、組織に PSTN プロバイダーが設定されていない

限り、Webex Teams を介した番号の発信は無効になるためです。次に、発信動作を変更します。 

3. Webex Teams からサインアウトします。 

4. Control Hub に移動し、[ユーザ（Users）] ページに移動します。 

5. リストから Rebekah を選択し、フライアウト ウィンドウで [設定（Settings）] セクションまでスクロールします。 

6. [発信動作（Calling Behavior）] をクリックします。 

ご覧のように、デフォルトの発信動作は、Webex Teams を使用して電話番号にダイヤルすることです。[発信動作（Calling Behavior）] 

セクションの [設定（Settings）] ページで、組織全体の発信動作を設定できます。Rebekah のアカウントの変更だけを行うため、ここ

では個別にアカウントを設定します。 

7. [Webex Callingアプリ（Webex Calling App）] オプション ボタンを選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

8. Rebekah として Webex Teams にログインし直す。 

9. 同じ電話番号に再度発信します。 

今度は、Webex Calling クライアントが開き、通話が発信されます。 
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シナリオ 10： Webex デバイス用 Webex ハイブリッド コール 

コール サービス接続は、Cisco Webex Control Hub と企業の電話システムを接続し、一体として機能させることができるハイブリッド 

サービスです。オンプレミスのコール制御をクラウドに拡張することにより、Webex クラウド デバイスはそれを利用して通話を発信

または受信できます。 

組織の通話アクティビティは通常どおり続行されますが、通話アクティビティが Expressway E と C のペアを通じてクラウドに拡張さ

れます。このようにしてユーザが Webex デバイスから PSTN コールを受信または発信できます。 

コール サービス接続では、SIP コールに Expressway ペアが必要になります。それには B2B または MRA 内にすでに導入されているペ

アを使用できます。 

この機能の 2 つの重要な部分は次のとおりです。 

• 相互 TLS：コール サービス接続では、Expressway-E サーバと Cisco Webex Control Hub との間に、相互 TLS 関係を確立す

る必要があります。このセキュリティにより、クラウドと企業のシステムが相互に識別することが可能になります。信頼され

たルート証明書を両側にインストールする必要があります。 

• Webex-RD（リモート デバイス）（このガイドの執筆時点ではまだ Spark-RD）：このデバイスは、ユーザの勤務先番号に

関連付けられています。それにより、ユーザの Cisco Webex アカウントの SIP ID と企業の SIP ID が関連付けられます。技術

的な観点では、Webex-RD は Cisco Webex からの発信通話をユーザの勤務先番号でマスクします。着信通話では、ユーザの 

Cisco Webex アプリとデスク電話の両方で呼出音が鳴ります。 

この機能はコール サービス認識が基本になっており、インスタント コンテンツ共有、コール履歴に対する迅速なアクセス、また任意

の場所からリダイヤルできるオプションにより、エンタープライズ コールを補完します。コール サービス認識はコール サービス接続

をサポートし、また前提条件になっています。 

以下に、この機能の概要を示します。 

• Cisco Webex デバイス用ハイブリッド コール サービスは、オンプレミス Unified CM で Cisco Webex Teams リモート デバ

イス（Cisco Webex RD）を作成および使用して、コールを企業の内線、ユーザ、PSTN へルーティングします。 

• オンプレミスの電話による機能（保留、転送、会議など）には、Cisco Webex デバイスを含めることができます。 

• 任意の場所から PSTN またはオンプレミスの内線へのコールは、Unified CM の Cisco Webex-RD に固定されます。 

完全な導入ガイドはこちらで参照できます。 

Cisco Webex Control Hub Management でのコール サービス接続の設定 
このセクションでは、Cisco Webex Control Hub の初期設定を行います。これには、希望する企業のサイト名を指定してすべてのユー

ザの SIP アドレスを作成する、コール サービス接続を有効にする、相互 TLS を使用して Expressway-E に接続する SIP 宛先を指定す

るなどの設定が含まれます。このラボでは、B2B と MRA を処理する Expressway-C/E ペアが用意されています。また Expressway-E 

サーバには、SIP 相互 TLS ポートに接続する DNS SRV レコードが必要になります。この SRV は事前設定され、インターネットで公

開されており、セッションで使用することができます。 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/spark/hybridservices/callservices/cmgt_b_ciscospark-hybrid-call-service-config-guide.html�
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最初に、ユーザに直接ダイヤルできるように、組織のカスタム SIP ドメインを設定します。 

1. ブラウザで、Cisco Webex Control Hub のタブを再度開きます。 

2. 左側のメニューの [設定（Settings）] をクリックします。Hub の設定を表示するには、[Cisco Webex CallingのSIPアドレス（SIP Address 

for Cisco Webex Calling）] までスクロールします。 

SIP ドメインのプレフィックスが表示されています。これは、ラボの開始時に、組織の初期設定画面で設定しています（または基本セッ

トアップ スクリプトで自動的に設定されています）。このラボでは、セッションに割り当てられている @cbXXX.dc-YY.com ドメイン

を使用しました。ラボでは、cbXXXYY に短縮され、ユーザへのダイヤルが簡単になっています。設定後は、プラットフォームで実際

の SIP アドレスと DNS レコードが作成され、インターネットでアクセスできるようになります。 

Call Connector の有効化 
1. [サービス（Services）] タブで [ハイブリッドコール（Hybrid Call）] の [セットアップ（Set Up）] をクリックします。 

2. [コールサービスの設定（Call Service Setup）] ポップアップ ウィンドウで、[次へ（Next）] をクリックします。 

3. [既存のExpresswayクラスタを選択してこのサービスにリソースを追加する（Select an existing Expressway cluster to add 

resources to this service）] を選択します。ドロップダウン リスト ボックスを使用して、[HSクラスタ1（HS Cluster 1）] を選択

します（これはカレンダー サービスのシナリオで指定された名前です。別の名前を付けた場合は、その名前を選択してください）。 

注：ハイブリッド カレンダー セクションをスキップした場合は、新しい Expressway を今すぐ登録する必要があります。これは以前

ハイブリッド カレンダー セクションで完了しました。これを行うには、最初のオプション ボタンを選択し、ボックスに 

exp-cc.dcloud.cisco.com と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。最後に名前 HS クラスタ 1 を入力します。その後、次の手

順を続行できます。 

4. [次へ] をクリックします。 

5. [Expressway に進む（Go to Expressway）] をクリックします。 

6. admin/dCloud123! でログインします。 

注：ハイブリッド カレンダー セクションをスキップした場合は、新しい Expressway を今すぐ登録する必要があります。これは以前

ハイブリッド カレンダー セクションで完了しました。これを行うには、[この信頼に必要なExpressway CA証明書をシスコが管理する

（I want Cisco to manage the Expressway CA certificates required for this trust）] のチェックボックスをオンにします。次に、[登

録（Register）] をクリックします。次の画面で、[Expresswayへのアクセスを許可（Allow Access to Your Expressway）] チェック

ボックスをオンにし、[続行（Continue）] をクリックします。 

このサービスをアクティブにすると、新しい Call Connector のダウンロードが開始され、Management Connector を使用して 

Expressway-C Connector Host にインストールされます。Expressway ホストの [サービスステータス（Service Status）] が [未設定

（Not configured）] になることで、Call Connector が正常にダウンロードされてインストールされたことがわかります。 
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ドメイン検証の設定 
ドメイン検証は、組織のセキュリティと完全性にとって不可欠な要素です。検証により、コール サービス認識やコール サービス接続
などのサービスに必要な特定のドメインを所有しているかどうかが確認されます。 

企業に複数のドメインがある場合は、各ドメインを 1 つずつ追加します。たとえば、sales.example.com と support.example.com の
ユーザがいる場合は、両方のドメインを追加する必要があります。 

組織が電子メール アドレスを適用している場合は、ユーザのロックアウトの可能性に関する警告が表示されます。管理者のロックアウ
トを防止するには、特定の順序でドメインを確認し、削除する必要があります。たとえばドメインを追加する場合は、管理者ドメイン
を追加した後でその他のドメインを追加します。 

追加したそれぞれのドメインについて、検証トークンが取得されます。それらを DNS TXT レコードに追加します。複数のドメインを
追加し、複数のトークンを取得した場合は、各トークンを別個の DNS TXT レコードに追加することをお勧めします。それができない
場合（たとえばプライベート ドメインで複数の DNS TXT レコードがサポートされていないか、SPF またはカスタム レコードしか編
集できない場合）は、手動による検証についてシスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。 

DNS TXT レコードに検証トークンを追加する場合は、次の 2 つのことが推奨されます。 

• DNS TXT レコードの冒頭に、別個の行としてトークンを入力します。 

• プレフィックス cisco-ci-domain-verification=<token> を付けてトークンを入力します。この固有の ID は以後の検索機能

に使用できます。またシスコの検証トークンと、DNS TXT レコード内のその他の情報を識別するためにも役立ちます。 

上記の内容は情報提供のみを目的としています。ラボでは、DNS TXT レコードがセッション用にすでに作成されています。ドメインの

検証は事前に設定されていますが、確認してみましょう。 

1. Control Hub の [設定（Settings）] ページに移動し、[ドメイン（Domains）] セクションまでスクロールします。 

2. [ドメインの追加（Add Domain）] をクリックします。 

3. セッションに割り当てられたドメインがボックスに表示されます。そうでない場合は、ここで入力します。 

4. [追加（Add）] をクリックします。 

5. ステータスが [保留（pending）] として登録されます。[ ]。 

6. 楕円 [ ] をクリックし、メニューから [ドメインの確認（Verify Domain）] を選択します。 

DNS 検証トークンを一覧表示するポップアップ画面が開きます。 

先に説明したように、検証トークンを取得して、追加するドメインを解決する DNS サーバで TXT レコードを作成します。TXT レコー
ドが作成されたら、[検証（Verify）] ボタンをクリックしてドメインを検証します。検証トークンが見つかって一致すると、ドメイン
のステータスが [検証済み（Verified）] に変わります。 

検証トークンの追加に失敗した場合は、再度 DNS サーバに追加してください。DNS キャッシュが更新されたら、DNS サーバの TXT レ
コードについて存続時間（TTL）を確認します。TTL は、エラーが何時間または何日もキャッシュされるように設定できます。 

このラボでは、DNS TXT レコードがすでに追加されているため、新たに追加する必要はありません。 

7. [確認（Verify）] をクリックします。 

[確認（Verify）] をクリックすると、ステータスが [検証済み（Verified）] [ ] に変わります。 
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SIP 到達先に接続するためのコール サービスの設定 
1. Control Hub の [サービス（Services）] タブに戻り、[ハイブリッドコール（Hybrid Call）] の [設定の編集（Edit settings）] をク

リックします。 

2. [コールサービス（Call Service）] ページで、[コールサービス接続（Call Service Connect）] セクションにスクロールします。 

3. [アクティブ化（Activate）] をクリックしてサービスをオンにします。 

4. サービスをオンにした後で表示される [SIP到達先（SIP Destination）] ボックスに mtls.cbXXX.dc-YY.com と入力し、[保存（Save）] 

をクリックします。（XXX と YY は、セッションに割り当てられている数字に必ず置き換えてください）。 

図 47. コール サービス設定 

 

セッション用に作成された DNS SRV レコード（_sips._tcp.mtls.cbXXX.dc-YY.com）がポイントされます。 

このページでは、利用可能ないくつかの設定に注意してください。 

[全般（General）] セクションでは、前述のカレンダー サービスや、サービスに影響する場合のアラームやソフトウェアのアップグレー

ドがある場合の電子メール通知のようなオプションが利用できます。 

[コール サービス接続（Call Service Connect）] セクションの一番下までスクロールすると、自己署名入り証明書をアップロードする

ためのオプションが表示されます。 

最後に、このページでサービスを非アクティブ化して、すべてのユーザからサービスを削除し、Expressway コネクタのホストからコ

ネクタを削除できます。 

Expressway-C Connector Host でのコール コネクタの設定 
以下のいくつかのセクションでは、Cisco Webex ハイブリッド コール認識サービス用に Expressway-C ホストを設定します。 

1. 以前に開いた Expressway Connector Host に戻ります。 

2. [コネクタ管理（Connector Management）] ページで、[コールコネクタ（Call Connector）] リンクをクリックします。また、[ア

プリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [コールサービス（Call Service）] > [Unified CM

サーバ（Unified CM Servers）] を選択して確認することもできます。 

3. [設定済みUnified CMサーバ（Unified CM servers configured）] リンクをクリックします。 

4. [新規（New）] をクリックします。 
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5. 以下の表に従って次のパラメータを設定します。 

表 36. Unified CM サーバ 

設定 構成 

Unified CM アドレス（Unified CM 
Address） 

cucm1.dcloud.cisco.com 

ユーザ名（Username） Webex 

パスワード（Password） dCloud123! 

図 48. Unified CM サーバの設定 

 

注：Webex ユーザ アカウントは事前に設定されています。このアカウントの作成方法の詳細については、付録 B を参照してください。 

6. [クレデンシャルの確認（Verify Credentials）] をクリックします。 

7. ページが更新されると、新しく [コール サービス接続の設定（Call Service Connect Configuration）] セクションが表示されます。 

8. 以下の表に従って設定します。 

注：ドロップダウン メニューで [自動（Automatic）] に変更すると、残りのフィールドが表示されます。 

表 37. コール サービス接続の設定 

設定 構成 

Cisco Webex リモート デバイスの設定タイプ（Cisco Webex Remote Device Configuration Type） 自動（Automatic） 

デバイス プール（Device Pool） dCloud_DP 

場所（Location） Hub_None 

コーリング サーチ スペース（Calling Search Space） Call_Everyone 

コーリング サーチ スペースの再ルーティング（Reroute Calling Search Space） Call_Everyone 

9. [追加（Add）] をクリックします。 

CTI と AXL のステータスが UNABLE_CONNECT ステータスになる場合があります。このステータスは後で変わるため、無視してかま

いません。 

10. [アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [コールサービス（Call Service）] > [コール
サービスの概要（Call Service Overview）] の順に移動します。 

11. [アクティブ（Active）] ドロップダウン メニューを [有効（Enabled）] に変更し、[保存（Save）] をクリックします。 

ページが更新されると、ステータスが実行中になります [ ]。 
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Cisco Unified CM のコール サービス接続の設定 
以下のいくつかのセクションでは、Cisco Webex ハイブリッド コール サービス接続用に Expressway-C ホストと Unified CM を設定

します。 

Cisco Unified Communications Manager を設定して、Expressway-C を通じて Expressway-E から直接コールを受信し、クラウドと

エンタープライズ間の URI ルーティングを円滑にすることができます。 

注：Cisco Webex Control Hub は発信者 ID マスキングをサポートしていません。発信者 ID がブロックされると、同僚と話しているの

にゲスト発信者 ID が表示されるなど、コール中に問題が発生する場合があります。このような問題を回避するには、高レベルな設定

で次の点に注意する必要があります。 

- Expressway-C と Unified CM との間の SIP トランクが発信者 ID を送信する必要がある 

- コール サービス接続で認証されているユーザの発信者 ID は、発信側クラスタで、またはクラスタ間トランクなどコール パスの任意

の場所で、ブロックされてはなりません。 

1. Web ブラウザの Unified CM のタブ（https://198.18.133.3/ccmadmin）に戻り、必要に応じて、以下のクレデンシャルを使用し

てログインします。 

• ユーザ名：administrator 

• パスワード：dCloud123! 

2. 次に、クラスタの完全修飾ドメイン名パラメータを設定します。すでに Webex Edge Audio シナリオを完了している場合、このタ

スクは完了しています。この場合は、手順 6 に進みます。 

3. [システム（System）] > [エンタープライズパラメータ（Enterprise Parameters）] に移動します。 

4. 「fully」で検索（Ctrl + F）すると、[クラスタの完全修飾ドメイン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] を見つけることが

できます。 

5. そこには、cucm1.dcloud.cisco.com の FQDN がすでにあります。ボックス内の FQDN をそのままにして、先頭にセッションの

ドメイン名を入力し（cbXXX.dc-YY.com）、2 つのドメイン間にスペースを入れます。XXX と YY は、ドメイン情報に必ず置き

換えてください。 

図 49. クラスタの完全修飾ドメイン名 

 

注：Webex で使用するドメイン名がリストの先頭に記載される必要があります。Cisco Webex Control Hub では最初のエントリが使

用され、その他のエントリは無視されます。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

https://198.18.133.3/ccmadmin�
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7. [Device（デバイス）] > [デバイス設定（Device Settings）] > [SIPプロファイル（SIP Profile）] に移動し、[検索（Find）] をクリッ

クします。 

8. [Cisco VCS用の標準SIPプロファイル（Standard SIP Profile For Cisco VCS）] という既存のプロファイルの横の [コピー（Copy）] 

アイコン [ ] をクリックします。 

9. [名前（Name）] を [Cisco Webex用の標準SIPプロファイル（Standard SIP Profile For Cisco Webex）] に変更します。また、必

要に応じて説明を変更します。 

10. ページ下部にある [トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションの [音声通話とビデオ通話に対する早期オファー

サポート（Early Offer support for voice and video calls）] 設定で、オプションの [ベストエフォート（MTPの挿入なし）（Best Effort

（no MTP inserted））] を選択します。 

図 50. アーリー オファーによる音声コールおよびビデオ コールのサポート 

 

11. [保存（Save）] をクリックします。 

注：ラボには、MRA および B2B を実行する既存の Expressway-C/E ペアがあるため、異なるポートを使用する別個の SIP トランク セ

キュリティ プロファイルを作成する必要があります。C/E ペアでは現在、ポート 5560 が使用されています。ハイブリッド サービス

では 5561 を使用することをお勧めします。 

12. [システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [SIPトランクセキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] を

選択し、[検索（Find）] をクリックします。 

13. [非セキュアSIPトランクプロファイル（Non Secure SIP Trunk Profile）] という既存のプロファイルの横の [コピー（Copy）] アイ

コン [ ] をクリックします。 

14. [名前（Name）] を「Webex ハイブリッド コール用の非セキュア SIP トランクプロファイル」に変更し、必要に応じて説明を追

加します。 

15. [着信ポート（Incoming Port）] を 5561 に変更し、[保存（Save）] をクリックします。 

16. [デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

17. [トランクタイプ（Trunk Type）] を [SIPトランク（SIP Trunk）] に変更します。その他はデフォルト値のままにして、[次へ（Next）] 

をクリックします。 
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18. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 38. ハイブリッド サービスのトランク設定 

設定 構成 

[デバイス情報（Device Information）] > [デバイス名（Device Name）] Webex_Hybrid_Call_Trunk 

[デバイス情報（Device Information）] > [デバイスプール（Device Pool）] dCloud_DP 

[アウトバウンドコール（Outbound calls）] > [発着信側および接続側情報形
式（Calling and Connected Party Info Format）]  

接続側にのみ URI および DN を配信（使用可能な場合）（Deliver URI and DN in 
connected party, if available） 

[SIP情報（SIP information）] > [接続先アドレス（Destination Address）]  198.18.133.152（B2B/MRA で使用される既存の Expressway-C） 

[SIP情報（SIP Information）] > [SIPトランクセキュリティプロファイル（SIP 
Trunk Security Profile）] 

Webex ハイブリッド コール用の非セキュア SIP トランクプロファイル（Non 
Secure SIP Trunk Profile for Webex Hybrid Services） 

[SIP情報（SIP Information）] > [SIPプロファイル（SIP Profile）] [Cisco Webex用の標準SIPプロファイル（Standard SIP Profile For Cisco 
Webex）] 

19. [保存（Save）]、[OK]、[リセット（Reset）]、[リセット（Reset）]、[閉じる（Close）] をクリックします。 

最後に、この新しい SIP トランクを Expressway-C サーバに送信するクラウド URI IPv4 パターンに一致する、SIP ルート パターンを

設定します。 

20. [コールルーティング（Call Routing）] > [SIPルートパターン（SIP Route Pattern）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリッ

クします。 

21. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 39. SIP ルート パターン 

設定 構成 

IPv4 パターン（IPv4 Pattern） *.[rooms][calls][meet].webex.com 

説明 Cisco Webex へのルーティング 

SIP トランク/ルート リスト（SIP Trunk/Route List） Webex_Hybrid_Call_Trunk 

注：別のトランクを指しているビデオ メッシュに対して * webex.com を設定した以前のラボでは、より具体的なパターンを使用して

います。そのトランクは、サポートされていないビデオ メッシュ ノードを指しています。このパターンを使用すると、Expressway を

直接ポイントし、正しいゾーンを使用できます。 

22. [保存（Save）] をクリックします。 

Expressway-E のハイブリッド コール サービス 
エンタープライズ コールは、Expressway-C/E ペアを通じてルーティングされます。このラボでは、コール サービス接続をサポート

するように Expressway サーバを設定します。ラボでは、このペアは MRA と B2B をサポートするように設定されているため、設定済

みのトラバーサル ゾーンがすでにいくつか存在しています。この既存のトラバーサル設定を変更し、コール サービス接続をサポート

する新しい設定を作成します。 

1. まだ開いていない場合は Workstation 1 の新しいブラウザ タブで、[コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > 

[Cisco Expressway-E] の順に選択します。 
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2. 次のクレデンシャルを使用してログインします。 

• ユーザ名：admin 

• パスワード：dCloud123! 

3. 次に、相互 TLS を設定します。すでに Webex Edge Audio シナリオを完了している場合、これらの手順は完了しているため、手

順 8 に進むことができます。 

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

5. [相互TLSモード（Mutual TLS Mode）] で、ドロップダウン メニューから [オン（On）] を選択します。 

6. [相互TLSモード（Mutual TLS Mode）] は 5062 で維持します。 

7. [保存（Save）] をクリックします。 

8. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] に移動し、[DefaultZone] のリンクをクリックします。 

これは既存の Expressway-E サーバであるため、[デフォルトのゾーンで相互TLSを有効にする（Enable Mutual TLS on Default Zone）] 

を [オフ（Off）] に設定する必要があります。これはデフォルト設定であるため、改めて設定を行う必要はありません。ただしこれが

コール サービス接続専用の新しい Expressway-E サーバである場合は設定を [オン（On）] に設定する必要があります。 

Expressway-E Webex ゾーン（X 8.11 およびそれ以降）の設定 
次に、Expressway-E サーバが Cisco Unified CM と Cisco Webex Control Hub 間の通話を識別してルーティングするために、新しい DNS 

ゾーンを作成する必要があります。 

1. Expressway-E サーバで、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] の順に移動し、[新規（New）] をク

リックします。 

注：このラボでは、Expressway はバージョン X8.11 以上です。それよりも前のバージョンでは、このゾーンは設定できないため、通

常の DNS ゾーンを使用する必要があります。必要な設定を表示するにはここをクリックします。このゾーンをすでに作成している場

合は、次の 3 つの手順をスキップします。 

2. [ゾーン（Zones）] ページで [新規（New）] をクリックします。 

3. [タイプ（Type）] で [Webex] を選択します。 

4. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

Expressway-C に対するセキュア トラバーサル サーバ ゾーンの設定 
Expressway-E に専用のトラバーサル サーバ ゾーンを作成します。Cisco Webex トラフィックは MRA または B2B と同じトラバーサ

ル ゾーンで共存できますが、特にハイブリッド コールのシグナリングとメディアを処理する場合には、Expressway-E に専用のトラバー

サル サーバ ゾーンを作成することをお勧めします。それにより、B2B または MRA の設定が Cisco Webex のトラフィックに影響する

ことも、その逆もなくなります。 

1. [ゾーン（Zones）] ページで [新規（New）] をクリックします。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/spark/hybridservices/callservices/cmgt_b_ciscospark-hybrid-call-service-config-guide/cmgt_b_ciscospark-hybrid-call-service-config-guide_chapter_0110.html#task_735A6CCC76C63B8741E6D7203094EAEC�
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2. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 40. Cisco Webex トラバーサル ゾーン 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル サーバ 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] トラバーサルサーバ（Traversal server）  

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [ユーザ名（Username）] cisco 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 7006 

[SIP] > [TLS検証モード（TLS verify mode）] オン（On） 

[SIP] > [TLS検証の件名（TLS verify subject name）] vcsc.dcloud.cisco.com 

[SIP] > [メディア暗号化モード（Media encryption mode）] 強制暗号化（Force encrypted） 

[SIP] > [プリロードされたSIPルートサポート（Preloaded SIP routes support）] オン（On） 

[SIP] > [SIPパラメータの保持（SIP parameter preservation）] オン（On） 

3. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 

Expressway-E の検索ルールの作成 
次に、次のことを実行する 2 つの検索ルールを作成します。 

• Cisco Webex Control Hub からのコールを識別し、トラバーサル ゾーンを通じて Expressway-C にルーティングする 

• Cisco Unified CM からのコールを識別し、DNS ゾーンを通じて Cisco Webex Control Hub にルーティングする 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] を選択し、[新規（New）] をクリックし

ます。 

2. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 41. Expressway-E の検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] 着信 Webex ハイブリッド コール 

[設定（Configuration）] > [説明（Description）] Webex から Exp-C にトラフィックをルーティングする 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 89 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Webexゾーン（Webex Zone） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル サーバ 

3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

4. [新規（New）] をクリックします。 

5. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 
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表 42. Expressway-E の検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] 発信 Webex ハイブリッド コール 

[設定（Configuration）] > [説明（Description）] Unified CM から Webex にトラフィックをルーティングする 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 89  

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル サーバ 

[設定（Configuration）] > [モード（Mode）] エイリアスパターン照合（Alias pattern match） 

[設定（Configuration）] > [パターンタイプ（Pattern type）] 正規表現（Regex） 

[設定（Configuration）] > [パターン文字列（Pattern string）] .+@.+\.(calls|rooms|meetup)\.webex\.com.* 

[設定（Configuration）] > [パターン動作（Pattern behavior）] 変更なし（Leave） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Webexゾーン（Webex Zone） 

6. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Expressway-C のコール サービス接続の設定 
次に、コール サービス接続をサポートするように、Expressway-C/E ペアのもう片側を設定します。先に変更した Expressway-E サー

バと同様に、既存の設定を変更し、新しい設定を行います。 

Expressway-E に対するセキュア トラバーサル クライアント ゾーンの設定 
Expressway-E サーバのゾーンと同様に、Expressway-C に Cisco Webex 専用のトラバーサル ゾーンを作成することをお勧めします。 

1. まだ開いていない場合は、Expressway-C サーバ（vcsc.dcloud.cisco.com）の新しいタブを開き、ユーザ名 admin、パスワード 
dCloud123! でログインします。 

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

3. [ゾーン（Zones）] ページで [次へ（New）] をクリックします。 

4. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 43. Cisco Webex 用のトラバーサル ゾーン 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル クライアント 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] トラバーサル クライアント（Traversal client） 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [ユーザ名（Username）] cisco 

[接続クレデンシャル（Connection credentials）] > [パスワード（Password）] dCloud123! 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 7006 

[SIP] > [TLS検証モード（TLS Verify Mode）] オン（On） 

[SIP] > [メディア暗号化モード（Media encryption mode）] 強制暗号化（Force encrypted） 

[SIP] > [プリロードされたSIPルートサポート（Preloaded SIP routes support）] オン（On） 

[SIP] > [SIPパラメータの保持（SIP parameter preservation）] オン（On） 

[ロケーション（Location）] > [ピア1アドレス（Peer 1 Address）] vcse.cbXXX.dc-YY.com 

5. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 
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各 Unified CM クラスタのネイバー ゾーンの作成 
ルーティング先の Cisco Unified CM クラスタにゾーンを設定します。各ゾーンには、6 つのノードで Cisco Unified Communications 

Manager クラスタをサポートする、6 つのピア アドレスを設定できます。ゾーンのルーティング先の Cisco Unified Communications 

Manager クラスタは、ホーム クラスタにする必要があります。SME またはその他の中間ルーティング エージェントにすることはでき

ません。 

各ゾーンで使用するポートは、Cisco Unified CM で設定される SIP トランクのセキュリティ プロファイルによって異なります。これ

らの Expressway では B2B と MRA を設定しているため、異なるポートを使用して、新しい設定が既存のセットアップに干渉しないよ

うにすることをお勧めします。ポート 5062 が推奨されますが、任意のポートを使用できます。このラボでは、先ほど SIP トランク セ

キュリティ プロファイルで設定したポート 5561 を使用します。Jabber MRA 用の Cisco Unified CM に対する既存のネイバー ゾーン

を再利用することはありません。 

1. Expressway-C の [ゾーン（Zones）] ページで、[新規（New）] をクリックします。 

2. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 44. Expressway-C のネイバー ゾーンの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [名前（Name）] Webex ハイブリッド コール用 UCM ネイバー 

[設定（Configuration）] > [タイプ（Type）] ネイバー 

[H.323] > [モード（Mode）] オフ（Off） 

SIP > ポート（SIP > Port） 5561 

[SIP] > [トランスポート（Transport）] TCP 

[ロケーション（Location）] > [ピア1アドレス（Peer 1 Address）] cucm1.dcloud.cisco.com 

3. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

Expressway-C での検索ルールの設定 
次に、Expressway-E サーバと同様に、Unified CM とクラウド間でトラフィックをルーティングする 2 つの検索ルールを作成します。 

1. [設定（Configuration）] > [ダイヤルプラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search rules）] を選択し、[新規（New）] をクリックし

ます。 

2. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 45. Expressway-C の検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] 着信 Webex ハイブリッド コール 

[設定（Configuration）] > [説明（Description）] Exp-E から Unified CM にトラフィックをルーティングする 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 89 

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 指定（Named） 

[設定（Configuration）] > [ソース名（Source）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル クライアント 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Webex ハイブリッド コール用 UCM ネイバー 
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3. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

4. [新規（New）] をクリックします。 

5. 以下の表から、以下の設定を構成してください。 

表 46. Expressway-C の検索ルールの設定 

設定 構成 

[設定（Configuration）] > [ルール名（Rule Name）] 発信 Webex ハイブリッド コール 

[設定（Configuration）] > [説明（Description）] Unified CM から Exp-E にトラフィックをルーティングする 

[設定（Configuration）] > [プライオリティ（Priority）] 89  

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocol）] SIP 

[設定（Configuration）] > [ソース（Source）] 任意（Any）（デフォルト） 

[設定（Configuration）] > [モード（Mode）] エイリアスパターン照合（Alias pattern match） 

[設定（Configuration）] > [パターンタイプ（Pattern type）] 正規表現（Regex） 

[設定（Configuration）] > [パターン文字列（Pattern string）] .+@.+\.(calls|rooms|meetup)\.webex\.com.* 

[設定（Configuration）] > [パターン動作（Pattern behavior）] 変更なし（Leave） 

[設定（Configuration）] > [正常に一致する場合（On successful match）] 停止（Stop） 

[設定（Configuration）] > [ターゲット（Target）] Webex ハイブリッド コール用のトラバーサル クライアント 

6. [検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。 

Cisco Webex デバイス用ハイブリッド コール サービスの設定 
以下に、機能の概要を示します。 

• Cisco Webex デバイス用ハイブリッド コール サービスは、オンプレミス Unified CM で Cisco Webex Teams リモート デバ

イス（Cisco Webex RD）を作成および使用して、コールを企業の内線、ユーザ、PSTN へルーティングします。 

• オンプレミスの電話による機能（保留、転送、会議など）には、Cisco Webex デバイスを含めることができます。 

• 任意の場所から PSTN またはオンプレミスの内線へのコールは、Unified CM の Cisco Webex-RD に固定されます。 

任意の場所に対するディレクトリ番号の作成 
Cisco unified CM Administration を使用すると、後から任意の場所のデバイスに割り当てるディレクトリ番号を構成できます。また、

ディレクトリ URI を ディレクトリ番号に割り当てます。 

1. Workstation 1（198.18.1.36）で Chrome を開きます。ホーム ページで [コラボレーション管理リンク（Collaboration Admin Links）] > 

[Cisco Unified Communications Manager] を選択します。 

2. [Cisco Unified Communications Manager] をクリックして、administrator/dCloud123! としてログインします。 

3. [コールルーティング（Call Routing）] > [ディレクトリ番号（Directory Number）] を選択し、[新規追加（Add New）] をクリック

します。 

4. 新しいディレクトリの場合は、次の表の詳細を入力します。 
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表 47. 電話番号の設定 

設定 構成 

[ディレクトリ番号に関する情報（Directory Number Information）] > [ディレクトリ番号（Directory Number）] \+19725557800 

[ディレクトリ番号に関する情報（Directory Number Information）] > [ルートパーティション（Route Partition）] Base_PT 

[ディレクトリ番号に関する情報（Directory Number Information）] > [呼び出し表示（Alerting Name）] Hybrid Device 

[ディレクトリ番号に関する情報（Directory Number Information）] > [ASCII呼び出し表示（ASCII Alerting Name）] Hybrid Device 

[ディレクトリ番号設定（Directory Number Setting）] > [コーリングサーチスペース（Calling Search Space）] Call_Everyone 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

6. ページが更新されたら、[ディレクトリURL（Directory URIs）] セクションで、URI ボックスに hdevice@cbXXX.dc-YY.com と入

力します。 

7. パーティションに Base_PT を選択します。 

8. [保存（Save）] をクリックします。 

任意の場所に対する Unified CM アカウントの作成 
デバイスがクラウドに登録されていても、番号をオンプレミス Cisco Unified Communications Manager（unified CM）から関連付ける

ことができます。Unified CM エンドユーザ アカウントを使用して場所を表すことができます。場所には、物理的な場所で Cisco Webex 

に登録済みのデバイスが含まれています。 

このアカウントは、実際のユーザに関連付けられていません。代わりに、アカウントはデバイスを示し、Unified CM ダイヤル プール

から 任意の場所のデバイスに PSTN 番号または内線番号を提供します。 

ユーザのハイブリッド コール環境に対するコール コネクタは、デバイスのアカウントの場所に関連付いています。コネクタは、その特定の

場所にサービスを提供する Unified CM クラスタを識別し、ディレクトリ番号と URI、および Cisco Webex SIP アドレスを割り当てます。そ

の陰では、Cisco Webex リモート デバイス（Cisco Webex - RD）はクラウドとプレミスのアクティビティを結びつけています。 

考慮すべきいくつかのポイント： 

• 電子メール アドレス ドメインは Cisco Webex Control Hub で確認済みのドメイン エントリの 1 つである必要があります。 

• 組織に対するハイブリッド コール サービス認識および接続の有効化が必要ですが、Cisco Webex Control Hub のハイブリッ

ド サービス用に Cisco Webex ユーザ アカウントを有効にする必要はありません。 

• [メールID（Mail ID）] は Cisco Webex とオンプレミスの間で完全に一致する必要があります。 

• 電子メール アドレスは一意である必要があります。複数の Cisco Webex の場所または Cisco Webex ユーザおよび場所で同

じアカウントを使用しないでください。 

• ユーザの [ディレクトリURI（Directory URI）] はユーザが場所用に作成したディレクトリ番号のディレクトリ URI と一致する

必要があります。 

• 電話番号 はハイブリッドが有効な場所に表示される番号です。また、内部番号または内線番号も使用できます。場所に複数の

デバイスがある場合は、ディレクトリ番号は共有ラインのように、すべてのデバイスに割り当てられます。技術的な観点から、

この番号へのコールは、Cisco Webex が場所のすべてのデバイスにフォークする、割り当てられた Cisco Webex SIP アドレ

スに送信されます。 
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1. [ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End User）] の順に移動します。 

2. [新規追加（Add New）] をクリックします。 

3. 新しいディレクトリの場合は、以下の表の詳細を入力します。 

表 48. ユーザ設定 

設定 構成 

[ユーザ情報（User Information）] > [ユーザID（User ID）] hdevice 

[ユーザ情報（User Information）] > [姓（Last Name）] デバイス 

[ユーザ情報（User Information）] > [名前（First Name）] ハイブリッド 

[ユーザ情報（User Information）] > [ディレクトリURI（Directory URI）] hdevice@cbXXX.dc-YY.com 

[ユーザ情報（User Information）] > [電話番号（Telephone Number）] 7800 DN に変換されるハイブリッド デバイス DID については 
dCloud セッションの詳細を参照してください。また、Workstation 1 の
デスクトップの DN_to_DID.txt という名前のテキスト ファイルで
もこの番号を確認できます。 

[ユーザ情報（User Information）] > [メールID（Mail ID）] hdevice@cbXXX.dc-YY.com 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

ハイブリッド コールの場所の作成と更新 
最後のステップでは、Room デバイス用に以前に作成した場所を更新します。 

1. Cisco Webex Control Hub（https://admin.webex.com）に戻り、[場所（Places）] メニューを選択します。 

2. 以前作成した場所を選択し、フライアウト ウィンドウから [編集（Edit）] をクリックします。 

注：Room デバイスの作成をスキップした場合、ここで作成できます。[新しい場所（New Place）] をクリックします。場所に名前を

指定し、[次へ（Next）] をクリックします。[その他のCisco Webexデバイス（Other Cisco Webex Device）] を選択し、[次へ（Next）] 

をクリックします。次に示すステップに進みます。(最後に取得するアクティベーション コードを Room デバイスに入力して登録します。) 

3. [Cisco Webexハイブリッドコールサービス接続（Hybrid Call Service Connect）] オプション ボタンを選択し、[次へ（Next）] を

クリックします。 

4. [メールID（Mail ID）] に hdevice@cbXXX.dc-YY と入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

  

https://admin.webex.com/�
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5. テストの前にコール サービスがアクティベートされるのを待ちます（アクティブになったコール サービスを示す図を参照）。 

図 51. アクティブ化されたコール サービス 

 

ハイブリッド Room デバイスのテスト 
コール サービスをアクティブ化したら、画面左上に DID が表示されます。PSTN 電話からこの番号をダイヤルすると、Room デバイス

が鳴ります。また、PSTN への発信も可能です。発信ダイヤルのルールとパターンについては、このページを参照してください。 

注：DID は、コール サービスがアクティブ化される前に Room デバイスを登録した場合はすぐに表示されない場合があります。コー

ル サービスがアクティブで数の表示を待ちたくない場合は、デバイスを再起動することができます。数は、再起動後に表示されます。 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/outbound_dial_patterns�
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シナリオ 11： Webex Teams クライアント機能 

このシナリオでは、Cisco Webex Teams クライアントの新機能をいくつか説明します。このシナリオでは自分のクライアントを使用

できますが、手順では Charles と Anita のワークステーションにインストールされたクライアントを使用します。 

Webex でのプレゼンス ステータスが変わると、それに応じてアバターも変わることがわかります。アバターの各状態の意味について

は、https://help.webex.com/docs/DOC-18266 [英語] を参照してください。 

注：現在、プレゼンス ステータスは組織内の人だけが見ることができます。 

プレゼンス：応答不可（DND） 
アクティブになってからの時間を示すアクティブ ステータスに加えて、デスクトップまたはモバイル アプリから DND を設定できるよ

うになりました。 

1. まだできない場合は、Workstation 1 で、Charles のアカウント cholland@cbXXX.dc-YY.com とパスワード dCloud123! を使用
して、Cisco Webex Teams にログインします。 

2. Anita のスペースが作成されていない場合は、[ ] ボタンをクリックして Anita の 1:1 スペースを開始し、[個人に連絡（Contact a 
Person）] をクリックして、スペースに Anita を追加します。 

3. Anita にメッセージを送信します。 

4. Charles の Cisco Webex Teams デスクトップ クライアントで、Charles のアバターをクリックすると、彼のステータスが [アク
ティブ（Active）] として表示されます。[ステータス（Status）] をクリックすると、すべてのユーザが参照できる DND タイマー
を設定できることがわかります。これをモバイル クライアントで設定するには、[自分の情報（Me）] アイコンをタップして [応答
不可（Do Not Disturb）] 切り替えボタンをタップします。 

図 52. デスクトップおよびモバイル用 DND タイマー 

   

https://help.webex.com/docs/DOC-18266�
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プレゼンス：不在（OoO） 
先にラボで設定したカレンダー コネクタを使用すると、Outlook から Webex Teams に不在ステータスを反映させることができます。 

注：この機能は、組織内でカレンダー サービスが有効になっていて、ユーザがカレンダー サービスに対してアクティブ化されている

場合のみ使用できます。 

1. Workstation 1 で、Outlook を開きます。 

2. 左上にある [ファイル（File）] タブをクリックします。 

3. [自動応答（Automatic Replies）] をクリックします。 

4. [自動応答を送信する（Send automatic replies）] オプション ボタンをオンにします。 

5. [次の期間のみ送信する（Only send during this time range）] の横のチェックボックスをオンにします。 

6. まだ設定していない場合は、[開始時刻（Start time）] を過去の時刻に設定します（今すぐ有効にするため）。 

7. [終了時刻（End time）] を未来の時刻に設定します。 

8. 下部にあるボックスに、「現在不在にしています」などのテキストを追加します。 

9. [組織外（Outside My Organization）] タブをクリックします。 

10. ここでもボックスにテキストを追加します。 

11. [OK] をクリックします。 

図 53. OoO の設定 

 

12. Charles の Webex Teams クライアントに戻ります。検索、@メンション、1 対 1 のスペースへのアクセスなどの Webex Teams ア

クションを実行すると、不在のチェックがトリガーされます。変更すると、[設定した終了時刻の1分前まで不在（Out of Office until 

one minute before the end time you set）] と表示されます。時間範囲を設定していない場合、ステータスは [不在（Out of Office）] 

とだけ表示されます。スペースを使用して Anita にメッセージを送信することで、不在の変更をトリガーします。OoO の設定が Webex 

Teams に反映されるまで数分かかる場合があります。 
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図 54. Charles の OoO 

 

13. Anita とのスペースに移動し、Anita にメッセージを送信します。自分のステータスが変わることがわかります。変わらない場合は、

さらに数分待ってからもう一度やり直してください。 

14. Workstation 2 に移動して、Charles とのスペースにアクセスします。Charles の名前を検索したときと同じように、ここでもステー

タスが設定されます。 

図 55. Charles の OoO 

  

Cisco Webex スペース ミーティングのスケジュール設定 
Cisco Webex Teams では、スペース内の全員を日時がスケジュール済みのミーティングに招待することができます。Microsoft Outlook 

用にミーティングの招待状を作成するか、すでにそれが存在する場合は、カレンダーにミーティング情報をコピーすることができます。 

Outlook または別のカレンダーで招待状を作成すると、スペースのメンバーでないユーザも、電子メール アドレスを追加して招待でき

ます。スペースのメンバーではないユーザがミーティングに参加する場合は、スペースのメンバーが 1 人参加するまでミーティング ロ

ビーで待機します。Cisco Webex アカウントを持たないユーザは、ミーティングに参加する前にアカウントを作成するように促されま

す。Outlook またはその他のカレンダーの招待状から、電子メール アドレスを削除することもできます。 

ミーティング スケジュールは、次の場合は利用できません。 

• 無料またはメッセージング専用のアカウントを持つユーザ 

• ユーザ数が 26 人以上のスペース 

まず Charles と Anita の新しいスペースを作成します。希望する場合は、さらに人を追加できます。 

1. Workstation 1 で、Cisco Webex Teams クライアントを開き、Outlook が開いていることを確認します。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 123/160 ページ 
  

2. プラス ボタン [ ] をクリックし、[スペースの作成（Create a Space）] を選択します。 

3. チーム ミーティングなどスペースの名前を入力します。 

4. 希望する場合は、Anita および他の数人を追加します。 

5. 全員を追加したら、[作成（Create）] をクリックします。 

図 56. スペースの作成 

 

6. スペースにメッセージを送信します。 

7. アクティビティ メニュー [ ] を選択し、[ミーティング（Meetings）] [ ] を選択します。 

[ミーティングの招待状の作成（Create Meeting Invite）] ページが表示されます。 

8. [ミーティングのスケジュール（Schedule a meeting）] をクリックし、[開く（Open）] をクリックします。 

9. Outlook を前面に表示して、ミーティングの招待状が表示されるまで待ちます。スペースからすべての情報がコピーされました。 

10. 開始時間や終了時間を変更したり、定期開催を追加したり、メッセージを追加したりできます。完了したら、[送信（Send）] をク

リックします。 

11. 作成されたカレンダーのエントリを開き、生成された [Webex Teamsミーティングに参加（Join Webex Teams Meeting）] リン

クをクリックします。 

12. 最初に Web ブラウザでリンクを開き、ポップアップで [Webex Teamsを開く（Open Webex Teams）] をクリックする必要があ

ります。[関連アプリでこのタイプのリンクを常に開く（Always open these types of links in the associated app）] の横にあるチェッ

クボックスをオンにすると、次にボタンをクリックする必要はありません。自動的に開きます。 

13. [ビデオで開始（Start with Video）] をクリックします。 

14. Workstation 2 に移動します。 

Charles がミーティングを開始したため、Anita は Webex Teams デスクトップ クライアントで参加通知を受け取ります。スペースに

すでに参加しているすべての参加者のアバターが表示されていることもわかります。この場合は、Charles だけが参加しているため、

Charles のアバターのみが表示されています。 

15. 画面の右下に表示されるトーストをクリックし、[ビデオで参加（Join With Video）] をクリックします。 
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16. モバイル クライアントから、スペース内の他のユーザの 1 人としてログインします。 

17. モバイルの Webex Teams アプリで [参加（Join）] をタップして、進行中の会議に参加します。ミーティングに Anita と Charles の

アバターが表示されていることを確認します。 

コール中の画面の共有 
デスクトップまたはモバイル アプリから画面を共有できます。 

1. デスクトップまたはモバイル アプリのいずれかからのコール中に、共有画面 [ ] をクリックします。 

2. デスクトップ アプリの場合は、共有する画面を選択すると、画面の共有が開始されます。モバイル アプリではすぐに画面の共有

が開始されます。 

3. [停止（Stop）] ボタンをクリックすれば共有はいつでも停止します。 

ここまでで、Cisco Webex Meetings とスケジュール済みミーティングのテストを行いました。ミーティングが接続されたので、コン

テンツ共有、メッセージ、ファイルのアップロード/表示、名簿ウィンドウを使用した参加者のミュートなど、他のミーティング アク

ティビティを自由にテストしてください。最後の参加者が退出するまで、ミーティングは開催されたままになります。スペースに入っ

て [通話（Call）] をクリックして、アドホック ミーティングを開始することもできます。 

4. すべての Webex Teams クライアントで通話を終了して、ミーティングを終了します。 

会議通知 
Webex Teams が今後のミーティングをいつ通知するかについては変更できます。 

1. Webex Teams クライアントで Charles のアバターをクリックし、[設定（Settings）] を選択します。 

2. [通知（Notifications）] を選択します。 

3. 右側の [スケジュールされたミーティング（Scheduled Meetings）] の下で、通知のオプションを参照できます。 

Cisco Webex Teams クライアントでのコラボレーションのためのホワイトボードの使用 
これまでも、ファイルの共有やメッセージの送信などのコラボレーションが可能でしたが、ホワイトボード アクティビティが加わった

ことで、同僚との連携の幅が広がりました。通話中にビジュアルをすばやく作成して、スペース内で、またはチームと共有できます。 

1. 先ほどスケジュール済みミーティング タスク用に作成したスペースのいずれかのユーザを使用して、いずれかの Cisco Webex Teams 

クライアントを開きます。 

2. スペース内で、[アクティビティ（Activities）] メニューをクリックします。 

3. [ホワイトボード（Whiteboard）] [ ] をクリックします。 

4. 上部にある [新しいホワイトボード（New whiteboard）] をクリックします。 
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5. ホワイトボードで描画を開始し、終了したら [スナップショットの掲載（Post snapshot）] をクリックして Enter を押し、スナッ

プショットをスペースに送信します。新しいホワイトボードが追加されたことがすべての参加者に通知されます。 

6. 別のクライアントから、スペース内のスナップショットをタップまたはクリックします。デスクトップ クライアントでは、編集対

象のホワイトボードが開きます。[編集（Edit）] アイコン [ ] をタップしてホワイトボードを編集します。 

7. そのクライアントで図に編集を加えます。変更内容は自動的に保存され、他のユーザに対する表示がリアルタイムで更新されます。 

8. 現在のホワイトボードの下部にある [すべてのホワイトボード（All whiteboards）] をタップまたはクリックすると、このスペース

内のすべてのホワイトボードを表示できます。[新規（New）] をもう一度タップまたはクリックして、ホワイトボードをさらに作

成することもできます。 

9. 必要に応じて、作成されたホワイトボードを削除することもできます。 

モデレータ スペースとアナウンス スペース 
一部の Webex Teams スペースでは、人の追加または削除、スペース名の編集、他のモデレータの割り当てなどのスペース設定を制限

することが必要になる場合があります。この場合、任意のスペースをモデレータ スペースにすることができます。 

1. 以前に作成したチーム ミーティング ルームを選択します。 

2. [ ] ボタンをクリックし、[モデレータスペース（Moderate space）] オプションを選択します。ポップアップ ウィンドウで [は

い（Yes）] をクリックします。 

3. アクティビティ メニューを選択し、[ユーザ（People）] を選択します。 

4. スペースの唯一のモデレータになったことを確認できます。任意の人を右クリックして、[モデレータとして割り当て（Assign as 

moderator）] を選択できます。 

アナウンスのためにのみ使用されるスペースを作成することが必要になる場合があります。これらのスペースではモデレータのみが、

メッセージまたはファイルの投稿、コールの開始、ミーティングのスケジュール、またはホワイトボードの作成を行うことができます。 

5. ボタンを再度クリックしてモデレータ スペースをアナウンス スペースに切り替え、[アナウンスモードをオンにする（Turn on 

announcement mode）] を選択します。ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックします。 

6. 参加者がアナウンス スペースを表示すると、メッセージが次のように表示されます。 

図 57. アナウンス スペース メッセージ 
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CMR ミーティングの開始/参加 
Webex Teams クライアント内で、インスタント CMR ミーティングを開始したり、ビデオ アドレスを使用してミーティングに参加し

たりすることができます。 

1. [カレンダー（Calendar）] アイコン [ ] をクリックします。 

2. ページ上部に、パーソナル会議室の URL が表示されます。コグ ホイール [ ] をクリックします。 

ここでは、ミーティング情報をコピーできます。また、[編集（Edit）] リンクをクリックして、URL やホスト ピンなどの情報を編集す

ることもできます。 

3. クライアントに戻るには、ウィンドウの [キャンセル（Cancel）] をクリックします。 

4. 緑色の [ミーティングの開始] ボタンが表示されます。このボタンをクリックしてから [ビデオで開始（Start with Video）] をクリッ

クすると、すぐにパーソナル会議室でミーティングが開始されます。ここでこの操作を自由に試してください。 

5. 会議を開始している場合は、終了することができます。 

6. 右上隅で、ビデオ アドレスを入力し、緑色のボタンをクリックしてから、[ビデオで開始（Start with Video）] することができま

す。任意のビデオ アドレスをコールするか、Charles のパーソナル会議室（cholland@cbXXX.dc-YY.com）のアドレスを使用す

ることができます。 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

7. 終了したら、ミーティングを終了します。 

mailto:cholland@cbXXX.dc-YY.com�
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シナリオ 12： Webex Board 

Cisco Webex Board：チーム コラボレーション向けのオールインワン デバイス 
Cisco Webex Board では、プレゼンテーション、ホワイトボード、ビデオ会議または音声会議、さらには共有コンテンツへの注釈など

をワイヤレスで実施できます。チーム コラボレーションに必要なあらゆる機能をワンタッチで使用できます。Cisco Webex Teams ア

プリを使用すれば、任意のデバイスで仮想チーム メンバーと接続することができます。 

Cisco Webex Board の主な機能は次のとおりです。 

• ユーザ本位の設計：使いやすい、タッチベースの高品質なコラボレーション エクスペリエンスが得られます。Cisco Webex Board 

によって、物理的な会議室でのチーム コラボレーションに必要な一般的なツールが、1 つの洗練されたデバイスに統合されます。 

• アプリを通じて仮想チームを接続：Webex Board で作成したものはすべてクラウドに保存し、仮想ルームに関連付けること
ができます。Cisco Webex Teams アプリを使用すれば、チーム メンバーはどこにいても、物理的な会議室で中断した所から
作業を再開することができます。 

• ニーズをインテリジェントに予測：Webex Board は、ユーザが会議室に入ると自動的に起動します。Webex Teams アプリが
サポートされているデバイスを検出し、通話やホワイトボード、またはプレゼンテーションをワイヤレスで共有するなどのア
クティビティが提案されます。 

• 自然なエクスペリエンスのためのテクノロジー：強力な 4K カメラによって、会議室のほぼ全体が、高解像度の広角イメージ
としてキャプチャされます。12 個のマイク アレイによって音声が明瞭になり、自動的に増幅と変調がなされるため、会議の
参加者全員の声が聞きやすくなります。 

このシナリオでは、ラボですでにデモンストレーションしたあらゆる機能で Cisco Webex Board を使用できます。使用する Webex Board は、

ほとんどの場合 Cisco Webex サービスに接続されています。接続されていない場合は、すでにラボで示されたように、その他の Room デバイ

スの場合と同様に Webex Board を追加します。Webex Board は、このラボで設定した Webex 組織と同じ組織に接続する必要はありません。 

ローカル Webex Board の機能 
Webex Board は、まずローカルのホワイトボードとして使用できます。 

通話 

1. Webex Board をタップしてメイン画面を表示します（まだ表示していない場合）。[通話（Call）]、[ホワイトボード（Whiteboard）]、

[画面の共有（Share screen）] の 3 つのオプションがあります。ホーム画面に戻るには、ディスプレイ下部の中央にあるホーム ボ

タンをタップすることでいつでも戻ることができます。 

2. [通話（Call）] をタップします。 

ここでユーザにダイヤルして通話することができます。 

3. Webex Board から、username@cbXXX.dc-YY.com をダイヤルして、ローカル クライアントにログインしているラボ内のいず

れかの Webex Teams ユーザを呼び出し、Webex Teams クライアントで応答します。フィードバック（ハウリング）を排除する

ために両側を必ずミュートしてください。 
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4. Webex Board には、音声やビデオのミュート、音量の変更、通話の終了の各オプションが表示されています。これらのオプショ

ンが表示されていない場合は、画面をタップします。下部からスワイプすることで、音量コントロールが可能です。 

5. 通話中はローカル ビデオが消えることがわかります。この映像を固定表示するには、画面をタップして自分のビデオ映像をタップし、

[セルフビューの固定表示（Pin selfview）] をタップします。内蔵 4K カメラでカバーできるアングルの広さに注目してください。ルー

ム内を移動して、ベスト ビュー機能をテストします。送信ビデオのためのベスト ビューを確保できるよう、ビデオがズーミングする

はずです。 

6. 複数人でマイクの品質をテストできる場合は、Webex Teams アプリのユーザを 1 人以上退室させて、Webex Board でそのユー

ザと会話を続けます。スペースに余裕があれば、Webex Board の周りを歩きながら会話を続けます。12 個のマイクアレイが内蔵

されているため、退室したユーザに Webex Board 会議室内のどこからでも音声がクリアに伝わります。会議室内に複数のユーザ

がいる大きなトレーニング環境では、マイクのパフォーマンスが異なる場合があります。マイク範囲は約 9 m です。 

7. ホーム ボタンを押してホワイトボードをタップします。 

8. ホワイトボードで描画を開始し、画面右下にある [リアルタイム共有（Share live）] ボタンをタップします。 

9. Webex Teams クライアントでホワイトボードがリアルタイムに表示され、変更内容をすぐに確認できます。クライアントで編集

を行うには、編集ボタン [ ] をタップまたはクリックします。[共有の停止（Stop sharing）] をタップすると、いつでも共有を

停止できます。 

10. Webex Board から通話を終了するには、画面上部の [通話に戻る（Return to call）] バーをタップし、[X] をタップします。 

11. 画面上部の中央にある名前をタップすると、Webex Board の SIP アドレスや設定を表示できます。また、このメニューから Webex 

Board を再起動することもできます。 

画面共有 

画面を共有することもできます。 

1. ホーム画面から、[画面の共有（Share screen）] アイコンをタップします。 

画面を共有するには、HDMI ケーブルを使用する方法と、Webex Teams クライアントを使用してワイヤレスで共有する方法があります。 

2. HDMI ケーブルがある場合は、まずそのケーブルを使用して画面共有をテストできます。HDMI ポートは、ディスプレイ下部の中

央付近の背面にあります。 

HDMI をテストしたら、Cisco Webex Teams デスクトップ クライアントと画面を共有します。 

3. Cisco Webex teams デスクトップ クライアントを開き、クライアントの右上にある [ワイヤレス共有（Wireless Sharing）] ボタ

ン [ ] をクリックします。 

4. ドロップダウン リストで Webex Board が選択されていることを確認し、[画面共有（Screen Share）] をクリックします。 

5. 共有する画面またはアプリケーションを選択します。 

しばらくすると画面共有が開始されます。画面の共有は、デスクトップ画面上部にある [ ] をクリックするか、Webex Board をタッ

プして [共有の停止（Stop sharing）] をタップすると終了できます。ただし、次のセクションのために画面の共有は維持してください。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 129/160 ページ 
  

アノテーション 

画面上の注釈は共有できます。 

1. 前のセクションから画面の共有を維持していない場合は、今すぐ画面を共有してください。 

2. Webex Board 画面をタップし、画面の左上にある [編集（Edit）] ボタンをクリックします。 

これにより現在の共有のスクリーン キャプチャが表示され、注釈を付けることができるようになります。また、デバイスからの画面共

有も終了します。 

3. 注釈は画面のどの場所にでも自由に付けることができます。 

4. 終了したら、画面の左下にある [完了（Done）] ボタンをタップします。こうすると注釈画面は閉じられ、Webex Board の [ファイル（Files）] 

フォルダ内に置かれます。画面共有を [停止（Stop）] したり、注釈を付けた後に [再開（Resume）] することもできます。 

5. [ファイル（Files）] をタップし、注釈を付けていたスクリーン キャプチャを選択します。ここから注釈を付けることを続行できます。 

画面右下の [作業の保存（Save your work）] をタップして、Webex Teams スペースに進捗を保存することもできます（このオプショ

ンは [完了（Done）] をタップしてファイルに保存する前にも使用できました）。 

6. [保存（Save）] をタップします。 

7. 次の画面で、作業が選択されていることを確認し、右の青い矢印をタップして続行します。 

次の画面では、以前のペアリングにおける自分の名前が表示されます。作成している新しいスペースに他の人を追加することもできます。 

8. 画面はそのままにしておくか、または希望する場合には、新しいスペースに人を追加します。終了したら、青のチェックマークを

タップします。 

9. Webex Teams クライアントに移動し、[ファイル（Files）] コンテナにあるスナップショットで新しいスペースが作成されている

ことを確認します。 

ホワイトボード 

次に、通話セクションと同様にホワイトボード機能を使用します。 

1. ホーム画面から、[ホワイトボード（Whiteboard）] アイコンをタップします。 

2. [新しいホワイトボード（New whiteboard）] をタップし、画面下部に示されている色を使用して描画を開始します。さまざまな色
とともに、すべてクリアする機能を持つ消しゴムも用意されています。Webex Board ペンや指で描画します。また、2 本の線を同
時に引くこともできます。 

3. 最初のホワイトボードでの描画を終えたら、その描画はそのままにして、画面左下にある [新しいホワイトボード（New whiteboard）] 
をタップします。 

4. この新しいホワイトボードで別の図を描画します。 

5. 描画が終了したら、画面下部の [すべてのホワイトボード（All whiteboards）] をタップします。 

これで、ローカルのすべてのホワイトボードが表示されます。 

6. 画面右下にある [選択（Select）] をタップして、すべてまたは選択したホワイトボードを削除できます。 
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各ホワイトボードの右下に円が表示されます。いずれかのホワイトボードをタップすると、この円の中にチェックマークが表示されま
す。いずれかのホワイトボードにチェックマークを付けたら、画面左下にある [削除（Delete）] オプションをタップして選択したホワ
イトボードを削除できます。ここではどれも削除しないでください。 

7. 画面右下の [キャンセル（Cancel）] をタップします。 

画面左下には、[すべて削除（Delete all）] オプションがあります。次のセクションで説明する [保存（Save）] オプションもあります。 

セキュリティ機能として、Webex Board がスリープ状態になると、ホワイトボードがすべて削除されます。Webex Board を手動でス

リープ状態にするには、ホーム ボタンに指を置きます。5 秒間のカウントダウン タイマーが開始されます。 

8. ホーム ボタンに指を置くとスリープ プロセスが開始されます。開始した場合でも、Webex Board の画面をタップするとキャンセ

ルされます。ホワイトボードに戻り、すべてのホワイトボードを再度表示します。 

1 つのローカル ホワイトボードを新しいスペースに移動 

会議室内のホワイトボード セッションでは、必要に応じてホワイトボードを新しいスペースに移動して、ミーティングの参加者全員を

その会議室に追加できます。Webex Board には、それを行うためだけのオプションがあります。 

1. 可能であれば、複数のクライアントを Webex Board とペアリングします。 

2. 1 つのホワイトボードを開き、画面下部の [Webexに保存（Save to Webex）] をタップします。 

3. 複数のユーザがペアリングされたら、それらのユーザがリストに表示されます。 

4. [スペース作成（Create Space）] をタップします。 

5. ペアリングされたクライアントのいずれかに移動して、ホワイトボードで作成したスペースを確認します。 

6. いずれかのクライアントまたは Webex Board から引き続きホワイトボードを編集できます。 

7. Webex Board のホーム画面に戻り、画面下部の [このスペースを閉じる（Close this Space）] をタップします。 

ローカル ホワイトボードのメール送信  

会議室でホワイトボード セッション中に、ホワイトボードを電子メールで送信して表示する必要がある場合があります。ホワイトボー

ドを電子メールで送信するには、電子メール サーバの設定を構成する必要があります。 

1. 画面の一番上にあるボード名をタップして設定メニューを開き、[設定（Settings）] をタップします。 

2. 次の画面で、[詳細設定（Advanced Settings）] をタップし、[電子メールサーバの設定（Email server configuration）] をタップします。 

3. [電子メールへのエクスポートを有効にする（Enable exporting to email）] をオンに切り替え、発信電子メール サーバの有効な設
定を入力します。 

4. 終了したら、青のチェックマークをタップします。 

5. ホワイトボードを開き、いくつかのマーキングを作成します。 

6. 終了したら、画面右下の保存ボタンをタップして [電子メール（Email）] をタップします。 

7. 電子メール送信するホワイトボードを選択し、青い矢印をタップします。 

8. 受信者の電子メール アドレスを入力し、完了したら、青いチェックマークをタップして送信します。 

9. 電子メールが受信されたときに、PDF 添付ファイルを表示できます。 
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Webex Teams スペースでの Webex Board 機能 
Webex ボードは単体でも素晴らしいですが、Cisco Webex Teams スペースに接続することでより素晴らしいものになります。新しい

スペースを設定し、ドキュメント、プレゼンテーション、写真など複数のファイルの種類を追加できます。スペースを作成したら、ス

ペースにあなたのデモのユーザを何人か追加します。 

ホワイトボードの移動 

1. Webex Board のホワイトボードに戻り、すべてのホワイトボードを表示させます（まだ表示させていない場合）。 

2. いずれかの Webex Teams クライアントで、Webex Board とペアリングし、既存のスペースを開くか、スペースを作成します。 

3. アクティビティ メニューを開きます。メニューの下部にある、[Webex Boardで開く（Open on Webex Board）] を選択します。

このオプションは、Webex Board とペアリングされている場合に使用できます。 

接続されると、画面のアイコンが増えることに注目してください。また、スペース名が画面の左上に表示され、中央にあった Webex Board 

名が表示されなくなります。 

4. [ホワイトボード（Whiteboard）] をタップします。 

ローカルで作成したすべてのホワイトボードをスペースに移動できることがわかります。ホワイトボードが複数ある場合は、ホワイト

ボードをスワイプして、追加するそれぞれのホワイトボードを表示させます。 

5. [すべてのホワイトボードの移動（Move all whiteboards）] をタップします。 

各クライアントのスペースの Webex Board に、ローカルで作成したすべてのホワイトボードが表示されます。これらのホワイトボー

ドは自由に編集できます。終了したら、ホーム画面に戻ります。 

通話（ミーティング） 

前に Webex Board から行った通話はポイント ツー ポイント通話でした。今度は Webex Meetings を開始する通話を行います。 

1. ホーム画面で [通話（Call）] をタップします。 

キーボードで番号をダイヤルせずに、そのまま緑色の通話ボタンを押して発信します。下部に [このスペースを閉じる（Close this space）] 

が表示されています。これは、まだペア モードにあることを示しています。 

2. 緑色の [ビデオ通話（Video Call）] ボタンをタップしてスペースにダイヤルインし、ミーティングを開始します。 

このスペースに接続されている他の Webex Teams クライアントで、会議への参加通知を受け取ります。 

3. 1 つ以上のクライアントで、[参加（Join）] を選択してミーティングに参加します。 

4. ミーティング中に Webex Board の [ホーム（Home）] ボタンを押します。 

ミーティングに複数のクライアントが接続している場合は、それらのクライアントのビデオが上部のそれぞれの円内にプロミネント ス

ピーカーを背景にして表示されます。ここではスペース内でホワイトボードを開き、複数のクライアントと同時にホワイトボードを使

用できます。Webex Board の別のアプリケーションから切り替えると、リモート ユーザのビデオが画面上部に保持され、ナビゲート

中や作業中にも継続して見ることができます。通話を継続します。 
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ファイル 

1. ホーム画面で [ファイル（Files）] をタップします。 

2. スペースで種類の異なるファイルをテストするには、スペースでさまざまな種類のファイル（PowerPoint、Word など）を開きま

す。利用可能なものがない場合は、Webex Board でファイルを開くことができるように、ファイルをスペースにアップロードす

る必要があります。 

PowerPoint、Word doc、または PDF を開いた場合は、画面の右側にあるスライド ビューアを使用してスライドやページを進めるこ

とができるのがわかります。スライドやページで指を上下にスライドさせると、スライドやページを変更できます。画面をタップして

画面右下にある [ ] アイコンをタップすると、スライド ビューを非表示にしたり再表示したりすることができます。また、2 本の

指をドラッグして広げると、ズームできます。ズームは写真などの他のアイテムでも使用できます。さまざまなタイプのファイルを開

き終えたら、ラボを続行します。 

ユーザ 

[ユーザ（People）] では、スペース内のユーザのリストを表示できます。通話中には、参加者のリストを表示できます。この他のユー

ザの音声/ビデオをミュートすることもできます。 

1. ホーム画面で [ユーザ（People）] をタップします。 

2. このスペース内のユーザと、現在通話中の参加者のリストが表示されます。 

3. すべてのデバイスで通話を終了します。 

4. Webex Board の使用が終了したら、画面下部中央の [このスペースを閉じる（Close this space）] をタップします。 

スペース名が消え、Webex Board が再度表示されます。また、オプションの数が 3 つに減ります。ホワイトボードに戻ると、すべて

のホワイトボードがローカルからなくなっていることがわかります。 
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シナリオ 13： Webex Meetings のトラブルシューティング 

このシナリオでは、Cisco Webex コントロールのさまざまな機能を実行します。 

分析： 

Cisco Webex Control Hub では、使用状況の傾向や価値のある洞察を提供する分析にアクセスでき、これを詳細な導入戦略の基盤とす

ることで、チーム間のコラボレーションを向上および最適化できます。高度な分析機能が、Webex Control Hub の一部として統合され

ています。顧客は、組織全体で各種サービスがどのように使用されているかを理解することができ、サービスの導入を拡大させて生産

性を最大限に向上させることができます。管理者は容量とパフォーマンスをモニタすることができ、プロアクティブな管理の一環とし

てリソース使用率を最適化できます。管理者または IT ヘルプデスク スタッフは、診断の実行や、問題解決までの時間短縮が可能です。 

直感的なグラフィカル インターフェイスにより、管理者は使用状況、導入状況、およびその他の重要な情報にアクセスできます。データが

インタラクティブに可視化され、指定したパラメータにリアルタイムで自動的に順応するため、データを詳しく調査することができます。 

標準で、過去 90 日間の履歴データにアクセスできます。データは集約され、複数のレポートで表示されます。管理者は、Webex Control 

Hub 内でこれらのレポートにいつでもアクセスできます。 

Pro Pack for Webex Control Hub では追加機能が提供され、さらに詳細にデータを調査したり、通常では知ることができない洞察間の

相互関連付けを行ったりすることができます。時間、場所、人などのさまざまな次元で、データを探索することができます。また、診

断機能が提供され、ミーティングの継続時間や参加者リストなどの Webex Meetings の詳細情報にリアルタイムでアクセスできます。 

残念ながら、ユーザとデバイスの数が少ないラボでは、分析とレポート データで提供されている内容をすべて得るのは困難です。ラボ

を完了すると、ある程度のデータは得られますが、それほど多くはありません。[分析（Analytics）] タブを自由にクリックして、各セ

クション（メッセージング、通話、ケア、ビデオ メッシュ、デバイス、ミーティング）のレポートをドリルダウンしてください。提供

されるレポートの詳細情報を表示するには、ここをクリックしてください。 

トラブルシューティング： 

Pro Pack for Webex Control Hub では、Webex Meetings のトラブルシューティング機能も提供されます。技術スタッフは、迅速にサ

ポート要求を解決することができ、リクエストの発生時にリアルタイムでのミーティングを検索できます。ホストの電子メールアドレ

スとミーティング ID は、両方とも有効な検索条件となります。オプションで、過去 7 日間の日付を選択できます。ミーティングの時

刻は、管理者のプロファイル タイム ゾーンに応じて表示されます。ドロップダウン メニューで変更することも可能です。ミーティン

グが特定されたら、会議 ID、開始時刻、継続時間、ミーティング名、参加者数、およびステータスが報告されます。 

管理者は個別のミーティングにドリルダウンして、参加者やセッションレベルの追加詳細情報を取得できます。各参加者のデバイス別の接続

状況が個別の行に表示されます。音声およびビデオ セッションのミーティング参加時刻と継続時間が、各行に表示されます（該当する場合）。 

ラボでは、Webex Meetings アプリケーションを使用します。最適なエクスペリエンスにするには、モバイル デバイスを含む複数のデ

バイスからダイヤルインすることをお勧めします。モバイル デバイスがローカルのキャリア ネットワーク上にある場合、ミーティン

グに接続するときに品質の低下を確認するのに役立ちます。まず、デバイスのアプリ ストアを使用して、モバイル デバイスにミーティ

ング アプリをダウンロードする必要があります。また、デスクトップ アプリをダウンロードします。デスクトップにミーティング ア

プリがインストールされていない場合は、以下の手順でインストール ファイルを取得します。これは、ラボ ワークステーションまた

はローカル ワークステーションにインストールできます。独自のワークステーションを使用することをお勧めします。 
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Webex Meetings デスクトップ アプリケーションのダウンロードとインストール 
次は、Webex Meetings デスクトップ アプリケーションをインストールします。すでにアプリケーションをインストールしている場合

は、このセクションをスキップできます。 

1. Web ブラウザを使用して、https://cbXXXYY.webex.com に移動します。 

注：Webex Meetings サイトの URL が機能しない場合は、Control Hub で URL を確認してください。[サービス（Services）] > [ミー

ティング（Meeting）] > [サイト（Sites）] > [サイト名（Site Name）]。使用可能な代替 URL は、https://cbXXXYYa.webex.com、

https://cbXXXYYb.webex.com、または https://cbXXXYYc.webex.com です。 

2. Charles のアカウント（cholland@cbXXX.dc-YY.com / dCloud123!）でサインインします。 

3. 左側のメニューで [ダウンロード（Download）] をクリックします。 

4. [ダウンロード（Download）] ボタンをクリックします。 

5. ダウンロードしたアプリケーションをインストールし、インストールが完了した後に Charles でサインインします。 

ミーティングの開始と他のデバイスからの参加 
次に、デスクトップ アプリを使用して新しいミーティングを開始し、他のデバイスから参加します。 

1. Webex Meetings アプリケーションで、[ミーティングを開始（Start Meeting）] をクリックします。 

2. ミーティングの詳細を使用して、他のデバイスでミーティングに接続します。これには、モバイル アプリ（優先）、Teams アプ

リ、Room デバイスなどがあります。ミーティングの情報は、画面の左上にある情報ボタン [ ] をクリックして見つけることが

できます。 

ミーティングのトラブルシューティング 
ミーティングが開始され、別のデバイスからミーティングに参加した後は、ほぼリアル タイムのミーティング データを表示できるよ

うになります。 

1. Webex Control Hub で [トラブルシューティング（Troubleshooting）] をクリックします。 

2. [電子メール（Email）] ボックスに Charles の電子メール アドレス（cholland@cbXXX.dc-YY.com）を入力し、Enter キーを押し

ます。 

3. ラボで開始したすべてのミーティングは、上部にある [進行中（In Progress）] のミーティングも含めリストされます。そのミーティ

ングをクリックします。 

ミーティングに参加しているユーザとダイヤルインに使用したデバイスのグラフが表示されます。すべてのデータが正しく表示される

までに最大 10 分かかることがあります。[更新（Refresh）] ボタン [ ] をクリックすると、いつでも最新のデータを取得できます。 

4. 右上の [参加者（Participants）] タブをクリックして、接続情報を含むユーザのリストを表示します。 
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5. [ミーティングの詳細（Meeting Details）] タブに戻り、グラフのいずれかの部分にマウスを動かすと、デバイス/ユーザに関する、

参加時間、VoIP の品質などの詳細情報を取得できます。 

グラフの下部に凡例が表示されます。接続不良のモバイル デバイスでダイヤルインした場合、品質の低いデータが赤色で表示されるこ

とがあります。 

ページの下部には、主催者情報やミーティングの種類などのミーティングの概要が表示されます。また、ミーティングが録画されてい

るかどうか、または画面共有が使われたかどうかも確認できます。 

デフォルトのグラフは、オーディオ情報です。 

6. グラフまでスクロールし、[ビデオ（Video）] をクリックします。 

ビデオの品質、遅延、パケット損失など、オーディオと同様に、ビデオ データに関する情報が表示されます。 

ミーティングに接続したまま、さらに多くのデータが入ってくるのを待つことができます。また、再接続して、データの品質低下が表

示されるかどうかも確認できます。また、画面を共有したり、他の機能を自由にテストできます。テストが完了したら、ミーティング

を終了します。いつでも戻って [トラブルシューティング（Troubleshooting）] ページでミーティング データを表示可能です。 
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シナリオ 14： Pro Pack for Cisco Webex Control Hub 

このシナリオでは、Cisco Webex で利用できる多くの Pro Pack 機能を設定します。サービスには、標準と Pro Pack の 2 種類があります。
標準サービスは Cisco Webex に無料で付属し、アドオンが追加されていません。Pro Pack アドオンは追加サービスを提供します。Cisco Webex 

Control Hub での Pro Pack の詳細については、こちら（https://collaborationhelp.cisco.com/article/ja-jp/np3c1rm）を参照してください。 

コンプライアンス – eDiscovery 検索と抽出ツール 

eDiscovery は標準オファーの Webex に無償で付属しています。ただし標準オファーでは遡って検索できるのは最大で 90 日です。Pro 

Pack では検索が制限されることはありません。 

eDiscovery 検索と抽出ツールを使用すると、Cisco Webex Teams スペース内で情報を検索および取得するために無制限にデータにア
クセスできます。電子メール アドレス、スペース ID、キーワード、および特定の期間を使用して検索を絞り込みます。 

コンプライアンス担当者として、Cisco Webex Control Hub を使用して Cisco Webex Teams アプリでのすべての会話を検索できます。
会社内の特定の人物を探して、その人たちが共有してきたコンテンツを検索し、調査結果のレポートを生成できます。情報を求めて特
定のスペースを検索することもできます。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/ja-jp/DOC-21569 にアクセスして、eDiscovery に関する詳細情報を表示します。これにはコ
ンプライアンス担当者の役割や提供されるレポートに関する情報が含まれています。 

まず、コンプライアンス担当者の役割をユーザに割り当てる必要があります。管理者のみがこのロールを設定できます。また、セキュ
リティ上の理由から、管理者は自分自身にコンプライアンス担当者の役割を割り当てることはできません。 

ユーザをコンプライアンス担当者の役割に設定 
1. Control Hub ポータル（https://admin.webex.com）に戻り、必要であれば Charles としてログインします。 

2. [ユーザ（Users）] タブをクリックします。 

3. ユーザ リストから Eric を選択します。 

4. Eric 用にサービスが設定されていなかった場合は、[編集（Edit）] をクリックして [メッセージ（Message）] と [ミーティング（Meetings）] 
サービスを設定します。 

5. ポップアップ ウィンドウで、[ロールとセキュリティ（Roles and Security）] をクリックします。 

6. [コンプライアンス担当者（Compliance Officer）] のチェックボックスをオンにして、[保存（Save）] をクリックします。 

検索用データの生成 
検索結果を表示するには、ユーザ宛のメッセージをいくつか生成する必要があります。 

1. Webex Teams クライアントを使用してメッセージを送信します。既存のスペースを使用することも、新規のスペースを作成する
こともできます。 

2. メッセージに、検索対象になるいくつかのユニークな単語を使用してください。 

3. いくつかのメッセージを送信した後、次のセクションに移動します。 
  

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/np3c1rm�
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データの検索と抽出 
これで検索するメッセージが存在することになるので、そのデータを検索する eDiscovery 検索や抽出ツールを使用します。 

1. まず Eric のパスワードを設定する必要があります。別のシークレット/プライベート ブラウザで https://mail1.dcloud.cisco.com/owa 

に移動して、dcloud\esteele/C1sco12345 としてサインインします。 

2. シスコからのメールを検索し、[あなたのメールアドレスを確認（Verify your Email）] リンクをクリックします。 

3. 2 つのパスワード ボックスに dCloud123! を入力し、[保存してサインイン（Save & Sign In）] をクリックします。 

4. 他のブラウザ ウィンドウで、Webex Control Hub から Charles をログアウトして、esteele@cbXXX.dc-YY.com とパスワード 

dCloud123! を使用して Eric としてログインします。 

5. 利用規約に同意します。 

6. [電子メールアドレスの入力（Enter Email Address）] ボックスに、以前データを生成したユーザの電子メール アドレスを入力し
ます。スペース ID がある場合は、そのスペース内だけを検索することもできます。 

7. [メッセージが含まれる場所（Where Messages contains）] ボックスに、前のセクションで使用したキーワードを入力します。
検索は終了するまでに少し時間がかかります。 

8. [検索（Search）] をクリックします。 

9. 検索が成功した場合は、キーワードが検出されたスペースの数が表示されます。[次へ（Next）] をクリックするとレポートが生
成されます。 

10. [レポート名（Report Name）] と [説明（Description）] に関連情報を入力します。 

11. 名前と説明を入力した後、[レポートの生成（Generate Report）] をクリックします。 

12. レポートの生成には時間がかかる場合があります。他のユーザが生成しているときに、ページの左上にある [検索（Search）] タ
ブをクリックして、別の検索を実行できます。ページがすぐに更新されない場合は、[検索（Search）] をクリックして [レポート
（Reports）] に戻ることもできます。 

13. レポートを生成して [完了（Completed）] のステータスになったら、[レポートのダウンロード（Download Report）] [ ] をク
リックします。 

14. これにより JSON 形式のレポートを含む zip ファイルがダウンロードされます。レポートを抽出し、抽出されたフォルダを参照します。 

このファイルは任意のテキスト エディタで表示できます。レポートは JSON 形式のため、JSON ビューアー/フォーマッターを使用してファ

イルを読みやすくすることをお勧めします。インターネット上には多くのオンライン JSON ビューアーがあり、JSON コンテンツをすぐに

貼り付け、それをより読みやすい形式にできます。このようなビューアーの 1 つが、https://jsonformatter.org/json-viewer です。 

15. ドキュメント内のキーワードを検索します。「message」を検索して、このスペースに送信された各メッセージも表示できます。 

[会話ID（conversationID）] フィールドには、会話が行われたスペース ID が示されます。 

組織の外部のユーザと行ったカンバセーションの場合、これらのユーザ フィールドはヌルになります。 

ファイルで提供される情報には自由に目を通すことができます。このシナリオの冒頭に記載されているリンクをクリックすると、ファ

イルの各フィールドの説明が表示されます。 
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コンプライアンス – DLP およびアーカイブ用のイベント API 
標準のお客様でも Pro Pack のお客様でも、イベント API を使用して、既存のデータ損失防止（DLP）ソフトウェアと統合することが
できます。ポリシー違反を確認し、問題を解決するための措置を講じることもできます。ただし、Pro Pack のお客様の場合は、90 日
以上前に発生したイベントを監視できます。イベントには、メッセージやファイルの投稿、スペースへのユーザの追加などがあります。
また、イベント API を使用して、既存のアーカイブ ソフトウェアと統合し、無制限の Cisco Webex データを実現することもできます。 

DLP またはアーカイブ ソフトウェアのセットアップは、このラボでは扱いません。ただし、取得できるデータを表示するには、API を
手動で表示して実行します。 

1. eDiscovery ツールに使用したブラウザと同じブラウザで https://developer.webex.com に移動して、[ログイン（Log In）] を実行
します。以前と同じブラウザを使用している場合は、ユーザ名/パスワードを入力する必要はありません。 

2. [ドキュメント（Docs）] リンクをクリックします。 

3. 左側の [Webex Teams API] メニューをクリックして展開します。 

4. このメニューでは、Webex Teams で使用可能なすべての異なるパブリック API を表示できます。ここでは、[イベント（Events）] 

メニュー項目をクリックし、[イベントを一覧表示（List Events）] をクリックします。 

以前に開発者向け Cisco Webex サイトを使用したことがない場合は、テスト モードがあります。このモードで Web サイトから API を

直接使用して、その動作を確認することができます。ここでは、イベント API を使用してこれを行います。 

5. [テストモード（Test Mode）] のトグルをクリックしてオンにします。 

開発者サイトはログイン時からベアラー トークンをすでに入力しているため、API を実行するだけで済みます。[クエリパラメータ（Query 

Parameters）] セクションで、検索を絞り込むことができます。ここでは、すべてのオプションを空のままにします。 

6. 下部へスクロールし、[実行（Run）] をクリックします。 

画面の右側に API への応答が表示されます。ご覧のように、応答にはメッセージやファイルのすべての投稿があり、スペース イベント

へのユーザの追加が含まれています。これは、ラボでこれまでに作成したイベントのみを含む少数のユーザで構成される新しい組織で

あるため、応答は最小限です。メッセージを作成し、ファイルをアップロードし、ユーザをスペースに追加するユーザが 100 または 1000 

倍になると、この応答は非常に大きくなります。実際の運用組織では、これを実行し、分類することはありません。ここでは、DLP ソ

フトウェアによってこのデータをキャプチャして分類し、設定した違反が発生した場合はイベントに対して措置を行います。前述した

ように、この情報をアーカイブ システムにリダイレクトして、データを無制限に維持できます。 

コンプライアンス – 柔軟な保持ポリシー 
Pro Pack のお客様は、Cisco Webex のユーザが作成して共有するコンテンツの保持期間を組織のポリシーに合わせて設定することが

できます。保持時間より古いデータは削除され、回復できません。これは、管理ハブで組織管理者として設定します。 

1. Control Hub https://admin.webex.com/ に戻り、Charles（cholland@cbXXX.dc-YY.com およびパスワード dCloud123!）とし
てログインします。 

2. 左側のメニューの [設定（Settings）] をクリックします。 

3. ページ下部の [保持（Retention）] セクションまでスクロールします。 

デフォルトでは、標準ユーザの唯一のオプションである保持期間が [無制限（Indefinitely）] に設定されます。 

4. Pro Pack ユーザの場合は、利用可能な保持期間を確認できるさまざまなオプションを選択できます。 

https://developer.webex.com/�
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セキュリティ– PIN ロックの適用 
コンテンツが Cisco Webex Teams アプリでセキュアであることを確認するには、PIN ロックを設定できます。PIN ロックが有効な場

合、ユーザは PIN またはロック画面が設定されている携帯電話でのみ Cisco Webex Teams を使用できます。 

1. Control Hub で左側のメニューの [設定（Settings）] をクリックします（前の演習で実行していない場合）。 

2. [セキュリティ（Security）] セクションのページ上部で、[ユーザはロック画面で保護されたモバイルデバイスでのみCisco Webex 

Teamsアプリを起動できる（Users can only launch the Cisco Webex Teams app on mobile devices protected with lock screens）] 

のチェックボックスをオンにします。 

3. モバイル デバイスで PIN をオフにすることができる場合は、PIN をオフにしてこの機能をテストしてから、Cisco Webex Teams ク

ライアントを開き、ラボのいずれかのユーザとしてログインします。 

モバイル アプリを開くと、パスコードが必要であることを示すポップアップが表示され、アプリを使用し続けるためには、パスコード

を設定する必要があります。使用可能な唯一のオプションは、ログアウトすることです。 

セキュリティ – ファイル共有制御 
Cisco Webex Teams でのファイルの共有方法を制御できます。データの損失を防ぎ、マルウェアの問題を排除し、特定の Cisco Webex 

Teams アプリにポリシー制御を適用する場合は、ユーザによるファイルのダウンロード、プレビュー、および Cisco Webex Teams ア

プリへのアップロードを制限できます。 

1. 同じ [設定（Settings）] ページで、[ファイル共有制御（File Sharing Control）] という次のセクションに移動します。 

Cisco Webex Teams のアプリとボットには、次の 2 つのタイプの制限があります。 

• ダウンロードとプレビューの制限（Download and Preview Restrictions）  

• アップロード制限（Upload Restrictions）  

ポリシーを選択する際に注意すべき点をいくつか示します。 

• Cisco Webex Teams アプリまたはボットに [ダウンロードとプレビューの制限（Download and Preview Restrictions）] を選

択した場合、Cisco Webex Teams アプリまたはボットに [アップロード制限（Upload Restriction）] が自動的に選択されます。 

• アプリで制限ポリシーを選択した場合、そのアプリのホワイトボードは無効になります。 

2. 1 つまたはすべてのオプションのチェックボックスをオンにします。ホワイトボードの無効を示すポップアップを [確認（Confirm）] 

する必要があります。 

ダウンロードとプレビューのセクションでチェックボックスをオンにすると、アップロードのセクションで同じボックスがオンになり

ます。アップロード セクションのチェックボックスをオンにすると、ダウンロードとプレビューを引き続き実行できます。 

いずれかのオプションを有効にした後、ラボ ユーザを使用して、アプリのタイプに移動し、許可しないタスクを実行してみます。 

アップロードを無効にした場合、メッセージを送信しようとすると、メッセージを送信できないことを示すエラーが表示されます。ダ

ウンロードを無効にした場合、アプリではアイテムをダウンロードできません。 
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セキュリティ – アクセスの取り消し 
ユーザが携帯電話を紛失した場合、または誰かが組織を離れた場合、リモートからアクセスを取り消して、キャッシュされた Cisco Webex 

のコンテンツをその携帯電話からワイプすることができます。 

1. Control Hub で、[ユーザ（Users）] をクリックします。 

2. 以前 Cisco Webex Teams にログインしていたユーザを選択します。 

3. [ロールとセキュリティ（Roles and Security）] をクリックします。 

4. ウィンドウの下部で [アクセスをリセット（Reset Access）] をクリックします。 

これにより、このユーザのすべてのトークンが取り消されます。この処理には最大 6 時間かかることに注意してください。ユーザを削

除すると、そのアクセス権をすぐに削除することができます。 

セキュリティ – 外部通信のブロック 
組織のデータを保護し、組織外でデータが共有されないようにするには、組織外の人と Webex Teams スペースで通信できるようにす

るかどうかを制御します。 

1. Control Hub で、[設定（Settings）] をクリックします。 

2. [外部通信（External Communication）] セクションのチェックボックスをオンにすると、ユーザは外部連絡先を招待できなくなり

ます。 

3. Webex Teams クライアントを開いて、1:1 または cbXXX.dc-YY.com ドメインを持っていないユーザを含むグループ スペース

を開始します。 

ユーザを追加しようとすると、会社の人にのみ連絡できることを示すポップアップ警告が表示されます。 

4. メッセージで [OK] をクリックします。 

5. Webex Teams にログインしている外部アカウントがある場合は、ラボ ユーザの 1 人をスペースに追加してみてください。 

ラボ ユーザを追加しようとすると、他の会社からスペースに参加できないことを示すポップアップ警告が表示されます。 
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シナリオ 15： AD FS によるシングル サインオン（SSO）設定 

このシナリオでは、Cisco Webex を使用した SSO をサポートするために、セッションの AD サーバにインストールされている AD FS 

を設定します。SSO を設定しない場合は、Cisco Webex の基本的な認証機能を使用します。その場合は、ユーザ全員が、最初に Cisco 

Webex にログインする際にパスワードを設定する必要があります。これについてはラボで確認しました。SSO では Active Directory の

パスワードを使用できるため、ユーザは Cisco Webex から提供される別個のログイン情報ではなく、ドメインのログイン情報を使用

して Webex にサインインできます。 

このタスクを実行するには自己署名証明書を使用します。公的に信頼された署名証明書を使用することを強くお勧めします。まもなく

わかるように、すべてのデバイスで Cisco Webex を使用するには、AD サーバのルート CA 証明書をインストールする必要があります。

公的に信頼された CA を使用して証明書に署名した場合は、すべてのデバイスに手動でルート CA 証明書をインストールする必要はあ

りません。証明書の共通名（CN）は、AD FS の ID の URL に一致している必要があります。 

注：トポロジでは AD FS プロキシ サーバを使用していません。そのため、Webex は AD FS サーバに直接接続されています。インター

ネットから内部サーバにアクセスできるため、これはセキュリティ上の大きなリスクになります。実稼働環境では、ベスト プラクティ

スとして実施すべきではありません。SSO がすでに稼働していて、ユーザが外部から内部リソースにアクセスしている場合は、プロキ

シ サーバを設置します。ただしこのラボでは、AD FS 自体を設定する方法よりも、AD FS で Webex SSO を設定する方法を重視して

います。ラボでプロキシ サーバを使用した場合でも設定は同じであり、このシナリオで示すように、Webex に接続する設定全体が AD 

FS サーバで設定されます。 

Cisco Webex メタデータのダウンロード 
XML ファイルである Cisco Webex メタデータ ファイルには、AD FS 環境で Cisco Webex 認証サービスと通信するために必要なすべ

ての情報が含まれています。以下の手順は AD FS サーバ（AD1）で実行します。 

1. AD FS（AD1）サーバ（198.18.133.1）に対するリモート デスクトップ接続を確立し、dcloud\administrator としてパスワード 

C1sco12345 でログインします。証明書の警告が表示されたら、[はい（Yes）]/[同意（Accept）]/[続行（Continue）] をクリック

します。 

2. Chrome を開きます。ホーム ページから、[Cisco Webexリンク（Cisco Webex Links）] > [Cisco Webex Control Hub] と移動し

ます。 

3. cholland@cbXXX.dc-YY.com としてパスワード dCloud123! でサインインします。 

4. [概要（Overview）] ページで、ページの一番下の [ライセンス（Licenses）] カード（または変換用ユーザがいる場合は [ユーザ（Users）] 

カード）までスクロールします。ユーザは、このラボにおいて変換する必要はありません）。 

5. [シングルサインオン（Single Sign-On）] の横にあるコグ ホイール [ ] をクリックします。 

6. [サードパーティのIDプロバイダーを統合させる（高度）（Integrate a 3rd-party identity provider（Advanced））] オプション ボ

タンをオンにして、[始めましょう（Next）] をクリックします。 



ドキュメント タイプ 

Cisco dCloud 

 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 142/160 ページ 
  

7. [メタデータファイルのダウンロード（Download Metadata File）] ボタンをクリックすると、idb-meta で始まる XML ファイルの

ダウンロードが開始され、デスクトップに保存されます。 

8. [ディレクトリメタデータのエクスポート（Export Directory Metadata）] 画面を開いたままで、Chrome のウィンドウを最小化し

ます。 

以前に Cisco Webex で AD FS を設定した経験がない場合は、次の「Cisco Webex 用の AD FS の設定」セクションで手順を確認す

ることをお勧めします。この設定を以前に完了した経験があり、スクリプトを使用して迅速に設定したい場合は、「AD FS クイック設

定」セクションまでスキップしてください。 

Cisco Webex 用の AD FS の設定 
1. タスクバーのアイコン [ ] をクリックして、AD FS Management を開きます。 

2. [信頼関係（Trust Relationships）] を展開し、[証明書利用者信頼（Relying Party Trusts）] フォルダをクリックします。 

図 58. 証明書利用者信頼 

 

3. [アクション（Actions）] で、[証明書利用者信頼の追加...（Add Relying Party Trust...）] をクリックします。 

図 59. [証明書利用者信頼の追加（Add Relying Party Trust）] 

 

4. [開始（Start）] をクリックして信頼ウィザードを開始します。 

5. [証明書利用者についてのデータをファイルからインポートする（Import data about the relying party from a file）] オプション ボ

タンをクリックします。 

6. [参照（Browse）] をクリックします。Cisco Webex からデスクトップにダウンロードした idb-meta….xml メタデータ ファイル

をクリックして、[開く（Open）] をクリックします。 
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図 60. メタデータ ファイルの選択 

 

7. [次へ（Next）] をクリックします。 

8. [表示名（Display name）] に Cisco Webex と入力し [次へ（Next）] をクリックしいます。 

9. [この証明書利用者信頼についてマルチファクタ認証を設定しない（I do not want to configure multi-factor authentication settings 

for this relying party trust at this time）] を選択したままで、[次へ（Next）] をクリックします。 

10. [すべてのユーザに対してこの証明書利用者へのアクセスを許可する（Permit all user to access this relying party）] を選択したま

まで、[次へ（Next）] をクリックします。 

11. [信頼を追加可能（Ready to Add Trust）] 画面で [次へ（Next）] をクリックします。 

12. チェックボックスをオンにしたままで [閉じる（Close）] をクリックします。 

Cisco Webex からの認証を可能にする AD FS 要求規則の作成 
最初に、ユーザの識別のために Cisco Webex にマッピングするフィールドを AD FS に示すルールを作成します。 

1. [Cisco Webexの要求規則の編集（Edit Claim Rules for Cisco Webex）] ウィンドウで、[規則の追加…（Add Rule…）] をクリック

します。 

2. [LDAP属性を要求として送信（Send LDAP Attributes as Claims）] を選択したまま、[次へ（Next）] をクリックします。 

3. [要求規則名（Claim Rule Name）] に Attributes と入力します。 

4. [属性ストア（Attribute store）] で [Active Directory] をクリックします。 

5. 次に示すように、E-Mail-Addresses LDAP 属性を uid 送信要求タイプにマッピングします。UID のタイプはドロップダウン メニュー

にはないので、手動で入力します。 
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図 61. 属性要求規則 

 

6. [完了（Finish）] をクリックします。 

7. [ルールの追加…（Add Rule…）] を再度クリックします。 

次のルールでは、Cisco Webex から提供されない spname qualifier 属性を AD FS に提供します。 

8. [要求規則テンプレート（Claim rule template）] ドロップダウン メニューから [カスタム規則を使用して要求を送信（Send Claims 

Using a Custom Rule）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

9. [要求規則名（Claim rule name）] ボックスに「custom」と入力します。 

10. デスクトップで Custom rule.txt ファイルを開き、すべてのテキスト ドキュメントをコピーして、[カスタム規則：（Custom rule:）] 

ボックスに貼り付けます。貼り付けたテキストは、組織に応じて以下のように変更する必要があります。 

c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"] => issue(Type = 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier", Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = 
c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType, 
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"] = 
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient", 
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/namequalifier"] = 
"https://adfs.cbXXX.dc-YY.com/adfs/services/trust", 
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"] = 
"https://idbroker.webex.com/35a15b0a-0eg1-4029-9f63-a8c54df5df59"); 

• cbXXX.dc-YY.com をセッションに割り当てられているドメインと置き換えます。 

• 最後の URL は、先にダウンロードした Cisco Webex メタデータ ファイルにある URL に一致するように変更します。WordPad 

またはメモ帳でその XML ファイルを開き、次のように EntityDescriptor entityID タグの先頭に記載されている URL をコピー

します。この URL は組織固有であるため、以下のスクリーン ショットとは異なります。 

注：XML をメモ帳またはワードパッドで開くと、URL のコピーが簡単になります。 
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図 62. Metadata.XML ファイルの Idbroker URL 

 

11. 作成された規則は次の図のようになります。 

図 63. カスタム要求規則 

 

12. [完了（Finish）] をクリックして [OK] をクリックします。 

AD FS を SSO ID サービス プロバイダー（IDP）として使用する Cisco Webex の設定 
次に AD FS からメタデータをダウンロードして、Cisco Webex にアップロードします。 

1. AD1 サーバで Chrome を再度開き、新しいタブを開きます。 

2. https://adfs.cbXXX.dc-YY.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml にアクセスします。このセッション

で与えられたドメインに一致するように、cbXXX.dc-YY を変更する必要があります。 

3. そのアドレスにアクセスしたら、[高度（Advanced）] をクリックし、[続行（Proceed）] をクリックします。FederationMetadata.xml 

ファイルが、デスクトップに自動的にダウンロードされます。 

4. デスクトップに移動し、FederationMetadata.xml ファイルがあることを確認します。 

5. AD FS を手動で設定したため、次の「AD FS クイック設定」セクションはスキップします。そのセクションの後にある

「FederationMetadata.xml ファイルの Webex へのアップロード」セクションに移動してください。 
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AD FS クイック設定 
このセクションでは、スクリプトを使用して AD FS を迅速に設定します。このセクションの対象者は、以前に手動ですべてを設定した

経験があり、組織用の SSO を迅速に有効化したいと考えている受講生です。途中のステップを省略した場合は、このセクションの手

順で作業を進めてください。 

注：上記の手動設定が完了している場合は、このセクションはスキップして、次のセクションに進んでください。次のセクションでは、

先に変更した FederationMetadata.xml ファイルを Cisco Webex 組織にアップロードします。 

1. このラボ ガイドでは、スキップした AD FS の手動設定の前に、Cisco Webex からメタデータ ファイルをダウンロードする作業が

ありました。デスクトップ上でデスクトップ上でそのファイルを見つけます。- idb-meta で始まるファイルです。ファイルがあ

ることを確認します。 

2. デスクトップで adfs_config.bat ファイルをダブルクリックして実行します。完了するとコマンド ウィンドウが閉じます。 

3. 次のセクションに進み、AD FS から取得したメタデータ ファイルをアップロードします。 

FederationMetadata.xml ファイルの Webex へのアップロード 
次に、AF FS の設定時に作成した FederationMetadata.xml ファイルをアップロードします。 

1. Cisco Webex Control Hub 用に開いていた Chrome のタブに戻ります。まだ [ディレクトリメタデータのエクスポート（Export 

Directory Metadata）] 画面であるはずです。 

図 64. ディレクトリ メタデータのエクスポート画面 

 

2. [次へ（Next）] をクリックします。 

3. 自己署名証明書を使用しているため、[メタデータで自己署名証明書を有効にする（低セキュリティ）（Allow self-signed certificate 

in Metadata（less secure））] オプション ボタンをオンにします。 

注：オプションを表示するには、スクロールが必要な場合があります。これはデフォルトのオプションではないため、ラボで SSO を

使用するには、必ず選択する必要があります。このオプションが選択されていない場合、FederationMetadata.xml ファイルを正しく

アップロードすることもできなくなります。 

4. [ファイルブラウザを使用してください（file browser）] リンクをクリックします。 
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5. [開く（Open）] ウィンドウで、デスクトップから FederationMetadata.xml ファイルを開き、[開く（Open）] をクリックします。 

XML ファイルを正しく編集すると、[IdPメタデータファイルを正常にインポートしました（Successfully imported IdP metadata file）] 

画面が表示されます。失敗した場合は、上記の要件に従って XML ファイルが正しく変更されているかどうかを確認します。 

図 65. 正常にインポート 

 

6. [次へ（Next）] をクリックします。 

7. [SSO 接続のテスト（Test SSO Connection）] をクリックします。 

ブラウザで SSO をテストするための新しいタブが開きます。 

8. ユーザ名：cholland、パスワード：C1sco12345 でサインインします。パスワードの「i」は 1 であり、感嘆符（!）ではないこと

に注意してください。 

サインインに成功すると、[シングルサインオンに成功（Single Sign-on succeeded）] というメッセージが表示されます。失敗した場

合は、次の手順を実行してください。 

図 66. SSO 成功 

 

9. ブラウザ タブを閉じます。 

10. テストに成功したら、[SSO設定のテスト（Test SSO Setup）] 画面で、[テストに成功しました（The test was successful）] オプ
ション ボタンをクリックします。[シングルサインオンの有効化（Enable Single Sign On）] をオンにして、[保存（Save）]をクリッ
クします。失敗した場合は、2 番目のオプション ボタンをクリックし、元に戻って設定を確認し、再度やり直してください。ログ
イン情報を間違って入力した場合は、ブラウザを閉じてログイン キャッシュ情報をクリアする必要があります。 
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SSO が組織で有効になりました。 

11. AD1 への RDP 接続を閉じます。 

重要：基本認証を使用して Charles として管理ポータルにログインしているブラウザがある場合は、ラボで以後問題が発生しないよう

にするために、ここでログアウトし、SSO 認証情報を使用して再度ログインします。 

 

注：カスタマー組織で SSO が失敗した場合でも、パートナー管理者はパートナー ポータルにログインして、カスタマー組織にアクセ

スできます。あなたはラボでのパートナー管理者アカウントへのアクセス権がないため、SSO の無効化が必要な場合は、C:\dcloud フォ

ルダに移動して disable_sso.ps1 ファイルを右クリックし、[PowerShellを実行（Run with PowerShell）] をクリックします。スクリ

プトの完了後、SSO は組織に対して無効になります。 

ラボでは、Cisco Webex からサインアウトするたびにエラーが表示されます。これは AD FS で Single Logout Service が設定されて

いないにもかかわらず、AD FS からダウンロードしたデフォルトのメタデータ ファイルには含まれているためです。ログアウト時の

エラーを防止するには、Single Logout を設定するか、FederationMetadata.xml ファイルから次に示す箇所を削除して Webex に再度

アップロードします。AD FS Single Logout Service についてはこのラボでは説明していません。 

 

Workstation 1 での SSO のテスト 
次に、Cisco Webex Teams を有効にしたアカウントから SSO を使用したログインをテストします。まず Workstation 1 からテストします。 

1. まだ接続していない場合は、Workstation 1（198.18.1.36）への RDP 接続を作成し、ユーザ名：dcloud\cholland、パスワード：

C1sco12345 でログインします。 

2. デスクトップ上のアイコンを使用して、Cisco Webex を開きます。 

3. 契約条件に同意し、Charles の電子メール アドレス「cholland@cbXXX.dc-YY.com 」を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

4. AD FS シングル サインオン ページが表示されます。 

5. ユーザ名：cholland、パスワード：C1sco12345（このラボの全ユーザの Active Directory パスワード）を入力します。 

6. [サインイン（Sign in）] をクリックします。 

Cisco Webex Teams アプリケーションが SSO を使用してログインできるようになります。 
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注：通常、このラボでサインインが失敗したメッセージが表示された場合は、複数のユーザ アカウントを使用してログインしているこ

とを意味します。ブラウザのキャッシュをクリアしてください。キャッシュを簡単にクリアするには、ブラウザを完全に閉じます。ユー

ザごとに別のブラウザを使用することも有効です。 

AD CA ルート証明書のインストール 
ここでは、AD サーバ用の CA 証明書を自分のラップトップやモバイル端末にインストールする方法を示します。先に Workstation 1 で 

SSO をテストした理由は、Workstation 2 同様に、すでに CA 証明書がインストールされているためです。このラボでは自己署名証明

書を使用しているため、この CA 証明書をコンピュータだけでなくモバイル端末にもインストールする必要があります。インストール

しない場合は、ユーザの電子メール アドレスに送信した後、Webex Teams アプリに空白の画面が表示されます。 

ルート CA 証明書をダウンロードするには、ブラウザを開いて https://cisco.box.com/v/dcRootCA に移動します。dcloudRootCA.cer 

ファイルがダウンロードされます。 

いくつかのケースでは、デバイスはインストールするラボ内の証明書に署名した中間 CA (AD1) が必要になります。使用しているデバ

イスで必要とされる、またはルート CA 証明書のインストール後に証明書の問題がある場合は、この中間証明書

（https://cisco.box.com/v/ad1WebexLab ）をインストールします。これらの証明書は 1 度のみインストールする必要があります。 

1. デバイスでこの証明書を開いてインストールします。基本的な手順を以下に示します。 

• Mac の場合は、証明書を開き、[追加（Add）] でログイン キーチェーンに追加します。 

o 証明書を追加したら、[キーチェーンアクセス（Keychain Access）] ウィンドウ（ウィンドウが開いていない場合は Keychain 

Access アプリケーションを開く）で dcloudroot-ca を検索し、証明書を開いてプロパティを表示させます。 

o 証明書が開いたら [信頼（Trust）] を展開し、[この証明書を使用している場合（When using this certificate）] ドロップ

ダウン リスト ボックスを [常に信頼（Always Trust）] に変更します。証明書とキーチェーン アクセスを閉じます。 

図 67. dCloud ルート証明書をインストール 

 

https://cisco.box.com/v/dcRootCA�
https://cisco.box.com/v/ad1WebexLab�
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• iOS の場合は、証明書を電子メールで自分に送信し、デバイス上で開き、画面に従ってインストールします。[設定（Settings）] > 

[一般（General）] > [詳細（About）] > [証明書の信頼設定（Certificate Trust Settings）] に移動して、インストールした 

DCLOUDROOT-CA 証明書を信頼します。 

• Android の場合は、.cer 拡張子を .crt に変更します。証明書を電子メールで自分に送信し、デバイス上で開き、画面に従って

インストールします。 

• Firefox のような特定の web ブラウザでは、ブラウザ自体に証明書をインポートする必要がある場合があります。 

自身のブラウザでの SSO のテスト 
このセクションでは、Anita を使用して SSO をテストします。最初に、Anita が Cisco Webex から電子メールを受信しているかどう

かを確認します。 

1. 自分のコンピュータから別の Web ブラウザを開いて、別のユーザで Webex Teams にログインしている場合はブラウザのキャッ

シュをクリアします。使用中のブラウザのプライベート/匿名モードを使用することもできます。 

2. https://teams.webex.com に移動します。 

3. 電子メール アドレス aperez@cbXXX.dc-YY.com を入力し、[続行（Continue）] をクリックします。 

4. Cisco dCloud SSO ページに移動します。証明書の警告が表示されたら、同意するか続行します（ラボでは自己署名証明書を使用

していることに注意してください）。 

5. aperez としてパスワード C1sco12345 でサインインします。 

6. Charles を除くすべての Webex ユーザ アカウントがアクティブ化されているため、Anita の電子メール アカウントにアクセスし

てアカウントをアクティブ化する必要があります。 

7. 新しいブラウザ タブを開き、https://mail1.dcloud.cisco.com/owa の Outlook Web アクセス リンクに移動します。 

8. ユーザ名 dcloud\aperez およびパスワード C1sco12345 でログインします。 

9. 電子メール ボックスに「Cisco Webex アカウントのアクティブ化（Activate Your Cisco Webex Account）」という件名の電

子メールが表示されます。この電子メールを選択します。 

10. [今すぐ開始する（Get Started Now）] ボックスをクリックして、アカウントをアクティブ化します。これで、Webex Teams Web 

クライアントにログインします。 

11. 組織内の任意のユーザとして、Web、モバイル、デスクトップなど任意の場所からログインしてみてください。ユーザ パスワード

はすべて C1sco12345 を使用します。 

https://teams.webex.com/�
https://mail1.dcloud.cisco.com/owa�
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付録 A： Cisco Webex パスワードのリセット手順 
場合によっては、Cisco Webex ユーザ アカウントのパスワードをリセットする必要があります。次に、Charles Holland のパスワード

をリセットする手順を示します。 

1. Webex Teams Web クライアント（https://admin.webex.com）に移動し、電子メール cholland@cbXXX.dc-YY.com を入力し

ます。 

2. [次へ（Next）] をクリックします。 

3. 次のページが、ドメインの XXX と YY の部分を除き、下の図のようになっていることを確認します。同様であれば、次の手順に進

みます。 

図 68. 正しいサインイン画面 

 

4. 画面が上のようなサインインのイメージであれば、下部の [パスワードをお忘れですか?（Forgot password?）] リンクをクリック

します。 

5. リセット方法を示した電子メールが Charles に送信されています。リモート デスクトップを使用して、Workstation 1（198.18.1.36）

に接続し、ユーザ名：dcloud\cholland、パスワード：C1sco12345 でログインします。まだ開いてない場合は、Outlook を開き

ます。（OWA を使用して、https://mail1.dcloud.cisco.com/owa に移動し、dcloud\{username}、パスワード C1sco12345 でサ

インインすることで、すべてのユーザの電子メール アカウントにアクセスすることもできます）。 

6. 受信トレイに、件名が「パスワードのリセット（Password Reset）」の電子メールがあります。そのメール内で、[パスワードの

リセット（Reset password）] をクリックします。 

7. ブラウザのウィンドウが表示されます。[新しいパスワード（New Password）] ボックスと [新しいパスワードの確認（Confirm new 

password）] ボックスに「dCloud123!」を入力します。 

8. [保存してサインイン（Save & Sign In）] をクリックします。 

9. ブラウザを閉じて、ラボを続けます。 

https://admin.webex.com/login�
https://mail1.dcloud.cisco.com/owa�
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付録 B： アプリケーション ユーザの作成と確認 
以下の手順では、Expressway の Cisco Webex コール コネクタで使用するアプリケーション ユーザの作成方法を示します。 

1. https://198.18.133.3/ccmadmin [英語] にアクセスします。 

2. ユーザ名：administrator、パスワード：dCloud123! でログインします。 

3. [ユーザ管理（User Management）] > [ユーザ設定（User Settings）] > [アクセスコントロールグループ（Access Control Group）] 

に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

4. 名前として Webex Call Connector と入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

5. [関連リンク（Related Links）] ドロップダウン メニューで [アクセスコントロールグループに権限を割り当て（Assign Role to Access 

Control Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。 

図 69. [アクセスコントロールグループに権限を割り当て（Assign Role to Access Control Group）] 

 

6. [グループに権限を割り当て（Assign Role to Group）] をクリックし、[検索（Find）] をクリックします。 

7. 次のチェックボックスをオンにします。 

• [標準 AXL による API アクセス（Standard AXL API Access）] 

• [標準 CTI によるすべてのデバイスの制御の許可（Standard CTI Allow Control of All Devices）] 

• [標準 CTI による Connected Xfer および設定をサポートする電話の制御の許可（Standard CTI Allow Control of Phones 

supporting Connected Xfer and conf）] 

• [標準 CTI によるロールオーバー モードをサポートする電話の制御の許可（Standard CTI Allow Control of Phones supporting 

Rollover Mode）] 

• [標準 CTI を有効にする（Standard CTI Enabled）] 

8. これらのボックスをオンにしたら、[Add Selected（選択対象を追加）] をクリックして、[保存（Save）] をクリックします。 

図 70. 権限の割り当て 

 

9. [ユーザ管理（User Management）> [アプリケーションユーザ（Application User）] に移動し、[新規追加（Add New）] をクリッ

クします。 

https://198.18.133.3/ccmadmin�
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10. [ユーザID（User ID）] に、webex と入力します。 

11. [パスワード（Password）] および [パスワードの確認（Confirm Password）] フィールドに dCloud123! と入力します。 

12. ページの下部にスクロールし、[アクセス コントロール グループへ追加（Add to Access Control Group）] をクリックします。 

[検索（Find）] をクリックします。 

13. [Webex Call Connector] の横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の追加（Add Selected）] をクリックします。 

14. [保存（Save）] をクリックします。 
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付録 C： クイック ラボ基本設定 
次の手順は、自動的にラボの Webex 組織にユーザを作成およびセットアップするスクリプトを実行する方法を示します。これは、以

前の Webex ラボの実行でセットアップ手順に精通していて、ラボの他のシナリオにすばやく移動する場合に使用するものです。この

スクリプトを使用してディレクトリ コネクタ構成をバイパスできます。このスクリプトはすべてのユーザのパスワードを dCloud123! 

に設定します。 

ユーザの作成とパスワードの設定に加え、スクリプトもメッセージとミーティング サービスをユーザごとに設定します。この基本構成

で、ラボの残りの部分ではユーザがこれらのサービスとパスワードで構成されていることが必要なため、ラボ内の他のシナリオにスキッ

プすることができます。これらの設定のいずれかを構成したい場合は、Directory Connector セクションに戻ってそこから続けます。 

1. デスクトップで Webex フォルダを開きます。 

2. complete_base_config.bat ファイルを実行します。約 3 ～ 5 分程度で完了します。 

次のハイパーリンクをクリックして、「シナリオ 2：Webex Meetings/Message の設定および Room デバイス」に戻り、ラボを続行

するか、目次を使用して別のシナリオにジャンプします。前述のように、ユーザのサービス（メッセージとミーティング）は、パスワード

の設定だけでなく、これらの手順を省略できるようにすでに設定されています（割り当てられたパスワード（dCloud123!）がユーザに

対して機能しない場合は、ここに示す手順を使用してパスワードを手動でリセットする必要がある場合があります）。 
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付録 D： 完全なローカル ゲートウェイ設定 
以下は、参照用にローカル ゲートウェイのラボで完了した完全な構成です。赤の項目は、独自のラボ設定が必要な場所であることに注

意してください。以下の図は、設定を作成するために使用されました。 

図 71. サンプルのローカル ゲートウェイ設定 

 

図 72. サンプルのローカル ゲートウェイ ユーザ名とパスワード 

 

crypto pki trustpoint dummyTp  

 revocation-check crl 
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! 

voice service voip 

 ip address trusted list 

  ipv4 199.59.65.0 255.255.255.128 

  ipv4 199.59.66.0 255.255.255.128 

  ipv4 199.59.70.0 255.255.255.128 

 media statistics 

 media bulk-stats 

 allow-connections sip to sip 

 no supplementary-service sip refer 

 no supplementary-service sip handle-replaces 

 fax protocol pass-through g711ulaw 

 stun 

  stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 

  stun flowdata shared-secret 7 104D000A061811021F0725282D3B303A 

 sip 

  early-offer forced 

  g729 annexb-all 

! 

voice class uri 200 sip 

 pattern :8934 

! 

voice class uri 300 sip 

 pattern :5065 

voice class codec 99 

 codec preference 1 g711ulaw 

 codec preference 2 g711alaw 

 codec preference 3 g729r8 

! 

voice class stun-usage 200 

 stun usage firewall-traversal flowdata 
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! 

voice class sip-profiles 200 

 rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)" "sip:\1"  

 rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:" "<sip:\1"  

 rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>" "<sip:\1;transport=tls>"  

 rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 20 request ANY sip-header From modify ">" ";otg=dcloud9001_lgu>"  

 rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1"  

! 

voice class dpg 200 

 dial-peer 201 preference 1 

! 

voice class dpg 300 

 dial-peer 301 preference 1 

! 

voice class server-group 301 

 ipv4 198.18.133.3 port 5065 

voice class tenant 200 

  registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 

  credentials number dCloud0014_LGU username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks 

  authentication username dCloud9001_LGU password %bjQQp*xut realm BroadWorks 

  no remote-party-id 

  sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 

  connection-reuse 

  srtp-crypto 200 

  session transport tcp tls 

  url sips 

  error-passthru 
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  asserted-id pai 

  bind control source-interface GigabitEthernet1 

  bind media source-interface GigabitEthernet1 

  no pass-thru content custom-sdp 

  sip-profiles 200 

  outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 

  privacy-policy passthru 

! 

voice class tenant 100 

  session transport udp 

  url sip 

  error-passthru 

  bind control source-interface GigabitEthernet2 

  bind media source-interface GigabitEthernet2 

  no pass-thru content custom-sdp 

! 

voice class tenant 300 

  bind control source-interface GigabitEthernet2 

  bind media source-interface GigabitEthernet2 

  no pass-thru content custom-sdp 

! 

voice class srtp-crypto 200 

 crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 

! 

dial-peer voice 201 voip 

 description Outgoing dial-peer to BroadCloud 

 destination-pattern .T 

 session protocol sipv2 

 session target sip-server 

 voice-class codec 99   

 voice-class stun-usage 200 
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 no voice-class sip localhost 

 voice-class sip tenant 200 

 dtmf-relay rtp-nte 

 srtp 

 no vad 

! 

dial-peer voice 301 voip 

 description Outgoing dial-peer to Unified CM Webex Calling Trunk for inbound 

 destination-pattern .T 

 session protocol sipv2 

 session server-group 301 

 voice-class codec 99   

 voice-class sip tenant 100 

 dtmf-relay rtp-nte 

 no vad 

! 

dial-peer voice 200 voip 

 description Incoming dial-peer from BroadCloud 

 session protocol sipv2 

 destination dpg 300 

 incoming uri via 200 

 voice-class codec 99   

 voice-class stun-usage 200 

 voice-class sip tenant 200 

 dtmf-relay rtp-nte 

 srtp      

 no vad 

! 

dial-peer voice 300 voip 

 description Incoming dial-peer from Unified CM for BroadCloud 

 session protocol sipv2 
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 destination dpg 200 

 incoming uri via 300 

 voice-class codec 99   

 voice-class sip tenant 300 

 dtmf-relay rtp-nte 

 no vad 

! 

! 

sip-ua  

 transport tcp tls v1.2 

 crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server  
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