
 

 
 

 

   
 

 

 

 

 
 

Cisco Meeting Server Web  

アプリケーション 

重要な情報 

バージョン 3.0.1 

2020 年 10 月 12 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com 

http://www.cisco.com/


 

重要事項：Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

 

  2 

 

 

目次 
 

マニュアルの変更履歴 ....................................................................................................... 1 

1 はじめに .................................................................................................................... 1 

1.1 Expressway ユーザ に関する重要事項 ................................................................. 1 

2 Cisco Meeting Server Web アプリケーション の新機能 .............................................. 2 

2.1 ブランディング .................................................................................................... 2 

2.2 名前ラベル .......................................................................................................... 2 

2.3 ビデオ アドレス（URI）を使用した参加 ............................................................... 2 

2.4 最小パスコード長 ................................................................................................ 4 

2.5 メンバーの管理 ................................................................................................... 4 

2.5.1 スペースにメンバーを追加するC .............................................................. 5 

2.5.2 スペース メンバーを削除する .................................................................. 5 

2.6 ミーティング中のメニュー オプション ................................................................ 5 

2.6.1 参加者の追加（Add Participants） ........................................................... 5 

2.6.2 コール中に診断を送信する ........................................................................ 5 

2.6.3 全画面表示モード ..................................................................................... 6 

2.6.4 録音とストリーミングの制御 .................................................................... 6 

2.6.5 ミーティングのロック .............................................................................. 6 

2.6.6 参加者を重要にする ................................................................................. 7 

2.6.7 ミーティングで他の参加者の音声とビデオを管理する ............................. 7 

2.6.8 プレゼンテーションを新しいウィンドウで開く ......................................... 7 

2.6.9 プレゼンテーションのプレビューの固定 ................................................... 8 

2.6.10 セルフビュー ペインのオプション ............................................................ 8 

2.6.10.1 セルフビューを固定する ............................................................. 8 

2.6.10.2 ミーティング中にカメラまたはマイクを変更する ....................... 8 



 

重要事項：Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

 

  3 

 

2.6.10.3 セルフビューのミラー表示 ......................................................... 9 

2.6.10.4 HD を有効化または無効化する ................................................... 9 

2.7 オンライン ヘルプ ................................................................................................ 9 

3 Web アプリケーションの使用 .................................................................................. 10 

4 テスト済のブラウザバージョン ................................................................................. 11 

iOS 13 および macOS 10.15 を使用するユーザに関する重要事項 ............................. 12 

MacOS 10.15 の Chrome 上での画面共有に関する重要事項 ..................................... 12 

5 バグ検索ツール ........................................................................................................ 13 

6 解決済みの問題 ........................................................................................................ 14 

3.0.1 で解決済みの問題 ............................................................................................ 14 

3.0 で解決済みの問題 ............................................................................................... 14 

2.9.1 で解決済みの問題 ............................................................................................ 15 

7 未解決の問題 ............................................................................................................ 16 

8 製品マニュアル ........................................................................................................ 17 

付録 A：アプリケーションの機能の比較 .......................................................................... 18 

アクセシビリティ通知 ..................................................................................................... 21 

Cisco の法的情報 ............................................................................................................ 22 

Cisco の商標 ............................................................................................................ 24 

 



マニュアルの変更履歴 

重要事項：Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

 

  1 

 

 

マニュアルの変更履歴 
以下はドキュメントに加えられた最近の変更です。 

表 1：変更の概要 

リビジョンの日付 変更 

2020 年 10 月 1 日 初回メンテナンスリリース 3.0.1 

2020 年 8 月 17 日 未解決の問題を更新。 

2020 年 7 月 29 日 Cisco Meeting Server 3.0 の最初のバージョンを公開。 
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1 はじめに 

Cisco Meeting Server Web アプリケーション（Web アプリ）は、ユーザがミーティ

ング（音声およびビデオ）に参加できる、Cisco Meeting Server 用のブラウザベース

のクライアントです。 

WebRTC 用 Cisco ミーティング アプリケーションは、Cisco Meeting Server バージ

ョン 3.0 で削除されます。WebRTC 用 Cisco ミーティング アプリケーションの代わ

りに、Cisco Meeting Server Web アプリケーションを使用する必要があります。詳細

については、Cisco Meeting Server のリリース ノートを参照してください。 

 

注：デスクトップ、iOS、および WebRTC 用 Cisco ミーティング アプリケーション 

はサポートされなくなりました。 
 

Cisco Meeting Server に関する詳細については、『Cisco Meeting Server リリース ノ

ート』を参照してください。 

 
1.1 Expressway ユーザ に関する重要事項 

Cisco Meeting Server Web アプリケーション バージョン 3.0 は、Expressway バージ

ョン X12.6 との併用がサポートされています。それ以前のバージョンの Expressway 

はサポートされていません。 

 

注：コール キャパシティの詳細については、『Cisco Meeting Server のリリース ノート』 

を参照してください。 
 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
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2 Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

の新機能 

Web アプリケーションのユーザインターフェイスが改善され、チームによるビデオ会議 

の操作性が向上しています。 

スペースでのミーティングの開始、スペースミーティングへのユーザの招待、招待され

たミーティングへの参加を実行できます。このバージョンの Web アプリケーションで

は、次の機能を提供しています。 

 
2.1 ブランディング 

このバージョンでは、管理者は、Cisco Meeting Server のブランティング機能を使用

して Web アプリケーションのルック アンド フィールをカスタマイズし、背景画像、

ロゴ、メール招待などに組織のブランディングを反映することができます。詳細につ

いては、Cisco Meeting Server のリリース ノートを参照してください。 

 
2.2 名前ラベル 

Cisco Meeting Server で設定されている場合、ミーティング中に参加者のビデオ レイ

アウトに名前ラベルを表示できるようになりました。名前ラベルの詳細については、

Cisco Meeting Server のリリース ノートを参照してください。 

 
2.3 ビデオ アドレス（URI）を使用した参加 

Cisco Meeting Server で設定されている場合、参加者は、[ミーティングに参加（Join 

meeting）] ページから、ミーティング ID の他にビデオ アドレス（URI）を使用してミー

ティングに参加できます。 

 

 

 

 

 

 



2 Cisco Meeting Server Web アプリケーションの新機能 

 

重要事項：Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

 

  3 

 

 

 

Web アプリケーションにサインインしている場合、ユーザはホーム ページから [ミーティング

に参加（Join a meeting）] リンクを使用できます。 

 

 

注：ドメイン名は Cisco Meeting Server で設定する必要があります。
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2.4 最小パスコード長 

管理者は、スペースまたはスペース テンプレートのパスコードに最小の長さを指定で
きます。既存のスペースの一部でパスコードの最小の長さが管理者によって適用され
た場合、Web アプリケーションには、それらのスペースのパスコードの更新が必要で
あることを示すメッセージが画面に表示されます。 

 
 

 

 

[スペースの設定（Configure space）] をクリックして [参加情報（Join information）] を開き、
パスコードを更新します。 

 

注：スペースのパスコードを更新できるのは、適切な権限を持つメンバーだけです。
スペースのパスコードが条件を満たしていない場合、そのスペースでのミーティング
に参加できない場合があります。 

 

 

注：最小パスコード長のポリシーの詳細については、『Cisco Meeting Server リリー
ス ノート バージョン 3.0』を参照してください。 

 

2.5 メンバーの管理 

Web アプリケーションでは、どのスペースでもスペースのメンバーのリストを表示で
きます。メンバーとは、Cisco Meeting Server Web アプリケーションにログインする
ためのログイン情報を持つユーザです。スペースのメンバーは、メンバーの追加や削
除を含め、その特定のスペースを編集することができます。Web アプリケーションで
は、メンバーの表示、追加、または削除を実行できます。 

ログインしているユーザは、適切なアクセス許可が付与されている場合、スペースを
作成および編集できます。 
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2.5.1 スペースにメンバーを追加する 

スペースにメンバーを追加することができます。スペースを開き、 [メンバー

（Members）]ペインから  をクリックして [メンバーの追加（Add members）] 

ペインを開きます。名前またはユーザ名でユーザを検索します。[スペースの追加

（Add to space）] をクリックして、スペースにユーザを追加します。 

 

2.5.2 スペース メンバーを削除する 

スペースのメンバーのリストからメンバー名をクリックし、[メンバーの削除

（Remove member）] を選択します。スペースからメンバーを削除すると、そのスペ

ースはそのメンバーのホーム ページに表示されなくなります。ただし、ミーティング 

ID または URI などのミーティング参加の詳細情報を含む招待を受けた場合は、ミーテ

ィングに参加できます。 

 

2.6 ミーティング中のメニュー オプション 

会議中は、以下の操作を実行できます。 

 

2.6.1 参加者の追加（Add Participants） 

ミーティングに参加者を追加することができます。  をクリックして [参加者の追加

（Add Participant）] ペインを開きます。ユーザを姓または名前で検索することや、

ビデオ アドレスまたは番号でユーザにダイヤルすることができます。参加者を追加

するオプションが機能するのは、SIP 参加者に対してのみです。 

複数のユーザを追加する場合は、[追加（Add）] ボタンを使用してプロセスを繰り返します。 

 

2.6.2 コール中に診断を送信する 

ミーティング中に、発生した問題をシステム管理者に報告し、診断情報を  送信する 

ことができます。問題を報告するには、右側のメニューから アイコンをクリックすると、 

[問題の報告（Report an issue）] ウィンドウが開きます。問題の説明を入力してから  

[報告の送信（Send Report）] をクリックすることをお勧めします。 
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注：Cisco Meeting Server からの診断情報の収集については、トラブルシューティン

グ ガイド を参照してださい。 
 

 

2.6.3 全画面表示モード 

参加者は、  アイコンをクリックすると全画面表示に切り替えることができます。

このオプションは、お使いのブラウザがこの機能をサポートしている場合にのみ表

示されます。 

 

2.6.4 録音とストリーミングの制御 

ミーティングを録音またはストリーミング配信することができます。  をクリッ

クすると [コール制御（Call controls）] ペインが開き、録音とストリーミングの制

御メニューが表示されます。 

⚫  をクリックすると録音を開始し、アイコンが青に変わります。もう一度ク 

リックすると、録音が停止します。 

⚫  をクリックするとライブストリーミングを開始し、アイコンが青に変わり 

ます。もう一度クリックすると、ストリーミングが停止します。 

ミーティングが録音中またはストリーミング中である場合、録音またはストリーミン

グに関する通知が Web アプリケーションの画面に表示されます。 

 

2.6.5 ミーティングのロック 

ミーティングをロックすることができます。ミーティングをロックすると、一部のユ

ーザをミーティングに参加できなくすることができます。参加しようとする参加者は、

ホストから入室許可を受けるためにロビーで待機します。 をクリックして [コール

の制御（Call controls）] ペインを開き、[ミーティングのロック（Meeting lock）] を

選択します。 

ロック モードと動作の情報については、『Cisco Meeting Server』のドキュメントを

参照してください。 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/Troubleshooting/Troubleshooter.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/Troubleshooting/Troubleshooter.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/series.html
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2.6.6 参加者を重要にする 

参加者を重要にするには、参加者リストで名前をクリックし、[重要にする（Make important）] 

を選択します。  が参加者の名前の横に表示され、参加者リストの最上部に配置されます。

参加者に関連付けられた重要度は、そのミーティングにのみ適用されます。 

重要なユーザは、ビデオ レイアウトで目立つように表示されます。Web アプリケーシ

ョンでは、複数レベルの重要度をサポートしていません。複数のユーザに重要度が割り

当てられている場合、それらのユーザはすべて同じレベルになります。1 人のユーザを

重要にしても、そのコールの他の参加者からステータスを削除することにはなりません。 

重要度を削除するには、参加者リストで参加者の名前をクリックし、[重要度のクリア

（Clear importance）] をクリックします。 

 

2.6.7 ミーティングで他の参加者の音声とビデオを管理する 

 をクリックすると、[コール制御（Call controls）] ペインが開き、ミーティングのす

べての参加者に対して音声とビデオのミュートまたはミュート解除を適用できます。 

 

[ミュート（Mute）]  をクリックすると、すべての参加者に対して音声をミュートに 

します。[許可（Allow）]  をクリックして、すべての参加者の音声をミュートします。 

個別の参加者の音声をミュートするには、参加者リストから該当する名前をクリックし、

[音声をミュート（Mute audio）] をクリックします。 

 

[無効化（Disable）] をクリックしてすべての参加者のビデオを無効にします。

[許可（Allos）]   をクリックして、すべての参加者のビデオを有効にします。 

個々の参加者に対してビデオを停止するには、参加者リストから参加者の名前をクリ

ックし、[ビデオを無効にする（Disable video）]をクリックします。 

 

2.6.8 プレゼンテーションを新しいウィンドウで開く 

ミーティング中に他の参加者がプレゼンテーションや画面を共有する場合に、新しいウィンド

ウで開くことができます。  をクリックすると、プレゼンテーションまたは画面を新しい

ウィンドウで開くことができます。 
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2.6.9 プレゼンテーションのプレビューの固定 

プレゼンテーションまたは画面を共有している場合、共有されたコンテンツをプレビ

ュー表示するペインを画面上に固定することができます。これにより、アプリケーシ

ョンを操作していないときもペインが非表示になりません。 

プレゼンテーションのペインをクリックしてドラッグし、画面上の任意の位置に配置

することもできます。 

 

2.6.10  セルフビュー ペインのオプション 

セルフビュー ウィンドウをドラッグして、画面上の任意の場所に配置することができます。 

2.6.10.1 セルフビューを固定する 

⚫ ミーティング中に、セルフビューが常に表示されるように固定することができます。セルフ ビュー 

ウィンドウの自動非表示を無効にするには、  をクリックします。これにより、アプリケーショ

ンを操作していないときもセルフビュー ペインが非表示になりません。アイコンが青に変化した

らもう一度クリックし、セルフビュー ウィンドウの自動非表示を有効にします。モバイルまたは

タブレットでは、  >  をタップするとセルフビューを固定できます。 

 

2.6.10.2 ミーティング中にカメラまたはマイクを変更する 

⚫ ミーティング中に、参加者はカメラまたはマイクを変更できます。セルフビューペインから  

をクリックして、別のカメラまたはマイクロフォンを選択できます。 

⚫ モバイルまたはタブレットでは、  > [カメラの変更（Change camera）] をタップすると、 

前後のカメラで切り替わります。 
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2.6.10.3 セルフビューのミラー表示 

⚫  > [セルフビューのミラー表示（Mirror self-view）] をクリックすると、より自然に

感じられるようにセルフビュービデオをミラー表示することができます。ミラー ビューで

は、鏡に映った姿を見ているのと同じようにセルフビュー ビデオが表示されます。画像の

左右が反転した表示です。セルフビュー ビデオを反転表示したくない場合は、ミラー表示

を停止することができます。この選択内容は、同じカメラ デバイスでのそれ以降のミーテ

ィングのために保存されます。モバイルでは、  > [セルフビューのミラー表示（Mirror 

self-view）] をタップすると、このオプションを使用できます。 

2.6.10.4 HD を有効化または無効化する 

⚫ HD オプションを有効にするには、  [HD を有効にする（Enable HD）] を選択し

ます。無効化するには、クリックしてオン/オフを切り替えます。これにより、送信

されるカメラの解像度が変更されます。HD をオフにすると、CPU の処理能力とバッ

テリーを節約するのに役立ちます。デフォルトでは、デスクトップでは HD モードは

有効になっています。 

⚫ モバイルおよびタブレットから、  > [HD を有効にする] または [HD を無効にす

る] をタップします。これにより、送信されるカメラの解像度が変更されます。HD 

をオフにすると、CPU の処理能力とバッテリーを節約するのに役立ちます。デフォ

ルトでは、モバイルとタブレットでは HD モードは無効になっています。 

 

注：ミーティング中のメニュー オプションは、適切なアクセス権限が付与されて 

いる場合にのみ表示されます。 
 

 

2.7 オンライン ヘルプ 

このバージョンの Web アプリケーションには、オンラインヘルプが含まれています。

任意の画面で   をクリックするとヘルプページが開き、アプリの使用手順を確

認できます。 
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3 Web アプリケーションの使用 

Web アプリケーションでは、スペースで音声とビデオを使用してミーティングに参

加することができます。ミーティングで画面またはプレゼンテーションを共有する 

こともできます。 

スペースに対するメンバーの追加または削除を実行できます。また、組織内外のユー

ザをミーティングに招待することもできます。 

 

注：スペースとは、ユーザのグループがミーティングのためにいつでも使用できる永

続的な仮想会議室です。詳細については、Web アプリケーションのオンライン ヘルプ

またはユーザガイドを参照してください。 
 

デスクトップ、モバイル デバイス、またはタブレットで、サポートされている任意の

ブラウザから Web アプリケーションを使用できます。詳細については、「ブラウザの

一覧」をご確認ください。 

Web アプリケーションを使用する詳細な手順については、Cisco Meeting Server Web 

アプリケーションのオンライン ヘルプまたはユーザガイドを参照してください。 

必要に応じて、次のいずれかのオプションを選択できます。 

⚫ Web アプリケーションにサインイン：Web アプリケーションにサインインして、ミー

ティングへの参加、メンバーになっているすべてのスペースのリストの表示、参加方法

の表示を行えるほか、招待の詳細情報をコピーしてミーティングに招待することができ

ます。適切なアクセス権限を持っている場合は、事前設定済みのテンプレートを使用し

てスペースを作成し、スペースを編集または削除することができます。 

⚫ ミーティングに参加：ミーティングに招待された場合は、このオプションを使用します。

招待には、ミーティング ID、パスコード（任意）、またはビデオ アドレス（URI）などの

詳細情報を含める必要があります。 

 

注：Web アプリケーションの現在のバージョンはローカライズされていません。 
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4 テスト済のブラウザバージョン 

表 2 に、特定のバージョンの Web アプリケーションのリリース時に Web アプリケ

ーションについてテストされたブラウザの一覧を示します。 

ブラウザの最新バージョンを使用することを常に推奨します。 

 

注：Google Chrome や Mozilla Firefox などの特定のブラウザは、最新バージョンに自

動的に更新されることに注意してください。次の表は、Cisco Meeting Server のバー

ジョンの正式リリース時にテストされたバージョンのブラウザを示しています。これ

は、以前のバージョンのブラウザでこの特定のリリースをテストしていないことを意

味します。 

 

弊社では、すべてのブラウザの最新の公開バージョンに対して、Cisco Meeting Server の

各メジャー リリースの最新メンテナンス リリースをテストして、すべてのリリースを互

換性のある状態に保ち、問題を検出した場合にはできるだけ早期に修正するように努力し

ております。 

 
 

表 2：ブラウザとバージョンについてテスト済みの Cisco Meeting Server Web アプリケーション 

ブラウザ バージョン 

Google Chrome（Windows、macOS、および Android） 85 

MozillaFirefox (Windows) 80 

Chromium ベースの Microsoft Edge（Windows） 85 

MacOS 用 Apple Safari 13.x および 14.0 

iOS 用の Safari の Apple iOS バージョン：13.x および 14.0 

Yandex（Windows） 20.9 

 
 

注：Web アプリケーションは、レガシーの Microsoft Edge ではサポートされていません。 
 

 

注：これらのサポートされているブラウザを実行している仮想マシン（VM）では、Web 

アプリケーションはサポートされていません。 
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iOS 13 および macOS 10.15 を使用するユーザに関する重要事項 

iOS 13 および macOS 10.15 上の Safari でユーザが Web アプリケーションを使用で

きるようにするためには、次の場所に記載されている要件を遵守するように 

webbridge3 を適切に設定する必要があります。https://support.apple.com/ja-

jp/HT210176 

これらの要件が満たされていない場合、ユーザは Safari でアプリケーションを開くこ 

とができません。 

 
MacOS 10.15 の Chrome 上での画面共有に関する重要事項 

MacOS バージョン 10.15（Catalina）以降では、Chrome 上で実行されているアプリ

ケーションから画面またはアプリケーションを共有するには、アクセス許可を有効に

する必要があります。手順は以下のとおりです。 

1. Apple メニューから [システム環境設定（System Preferences）] を開き、[セキュリテ 

ィとプライバシー（Security & Privacy）] をクリックします。 

2. 上部にある [プライバシー（Privacy）] タブをクリックします。 

3. 左側のカラムで下方向にスクロールし、[画面収録（Screen Recording）] をクリックします。 

4. Chrome が選択されていることを確認します。Chrome を再起動します。 

 

https://support.apple.com/en-us/HT210176
https://support.apple.com/en-us/HT210176
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5 バグ検索ツール 

シスコのバグ検索ツールを使用して、問題と利用可能な回避策の説明など、このミー

ティング アプリケーションの解決した問題または未解決の問題に関する情報を探すこ

とができます。これらのリリース ノートに示されている ID によって、それぞれの問題

の説明に直接移動できます。 

1. Web ブラウザを使用して、バグ検索ツール に移動します。 

2. cisco.com の登録ユーザ名とパスワードでログインします。 

このマニュアルに記載された問題に関する情報を検索するには、次の手順を実行します。 

1. [検索（Search）] フィールドにバグ ID を入力し、[検索（Search）] をクリックします。 

 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/
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6 解決済みの問題 

Web アプリケーションで解決済みの問題を以下に示します。 

 
3.0.1 で解決済みの問題 

次の表に、以前のバージョンで発生した問題のうち 3.0.1 で修正されたすべての問題 

の一覧を示します。 

表 3：3.0 で解決済みの問題 

Cisco ID 要約 

CSCvv76399 Mozilla Firefox ブラウザを使用して Web アプリケーションからコンテンツを共有すると、
受信側のユーザに共有が表示されないか、共有内容が断続的に点滅します。 

CSCvs83695 iPhone を使用して Safari 上で Cisco Meeting Server Web アプリケーションのミーテ 

ィングに参加すると、その参加者の側で音声の不調や雑音が発生します。 

CSCvt11301 Cisco Meeting Server Web アプリケーションと WebRTC 用 Cisco ミーティング アプ
リケーションを、異なるインターフェイス上での同じ https ポートに接続できません。 

CSCvv06986 Meeting Server 上でダイヤルイン セキュリティ プロファイルがグローバル レベルで設定 

されている場合、ユーザは、スペースの参加方法のビデオ アドレスを編集できません。 

 

3.0 で解決済みの問題 

次の表に、以前のバージョンで発生した問題のうち 3.0 で修正されたすべての問題 

の一覧を示します。 

表 4：3.0 で解決済みの問題 

Cisco ID 要約 

CSCvt71071 iPhones で Web アプリケーションを使用する場合に、コール中にセルフビューウィン
ドウが空白になる場合があります。 

CSCvt73834 一部の Android デバイスから Chrome 上で Web アプリケーションを使用している場
合、ミーティングに参加している他のユーザにはビデオが送信されているにもかかわ
らず、セルフ ビューが空白で表示されます。 

CSCvt07888 表示名が設定されていない参加者が、参加者リストで空のエントリとして表示されます。 

CSCvu30182 ミーティングが録音中である場合、Web アプリケーションのユーザには録音インジケータ
は表示されません。ただし、参加者リストに参加者として「レコーダー」が表示されます。 

CSCvu78742 Cisco Meeting Server を再起動しないと、Web アプリケーションのユーザがミーテ
ィングに参加できない場合があります。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv76399
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs83695
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt11301
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv06986
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt71071
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt73834
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt07888
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu30182
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu78742
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2.9.1 で解決済みの問題 

次の表に、以前のバージョンで発生した問題のうち 2.9.1 で修正された問題の一 

覧を示します。 

表 5：2.9.1 で解決済みの問題 

CSCvt64783 正しくエスケープされずにエンコードされたドメイン Cookie がある場合、Web アプ

リケーションに空白のページが表示されます。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt64783
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7 未解決の問題 

次の表に、このリリースの Web アプリケーションにおける既知の問題を示します。 

表 6：未解決の問題のリスト 

Cisco 識別子 要約 

CSCvv04843 デフォルトでは、Safari ブラウザで Tab キーを使用して UI 要素を移動することができませ

んが、代わりに Option + Tab キーを使用できます。これは、Safari の環境設定で次のよう

に設定できます。 

Safari ブラウザのメニューから [Safari] > [環境設定（Preferences）] > [詳細（Advanced）] > 

[アクセシビリティ（Accessibility）]  > [Tabキーを押したときに Web ページ上の各項目 

を強調表示（Press Tab to highlight each item on a web page）] に移動して、環境設定 

を変更します。 

CSCvu98805 Firefox ブラウザで Web アプリケーションからミーティングに参加しているときに、 

2 番目のウィンドウで受信したプレゼンテーションを開いている場合、プレゼンター 

が共有を停止して再開するか、ミーティングの他の参加者が同時にコンテンツの共有 

を開始すると、コンテンツが応答しなくなることがあります。これは Firefox ブラウザに

関する問題です。詳細については https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1652042 

をご確認ください。 

回避策：2 番目のウィンドウを最大化するか、プレゼンテーション ウィンドウを閉

じてからもう一度開きます。 

CSCvu98806 Firefox ブラウザで Web アプリケーションからミーティングに参加しているときに、 

ビデオを受信していないユーザがアプリを操作していないと、デスクトップのスクリ 

ーン セーバーがアクティブになることがあります。 

CSCvs83695 iOS 13.3 を実行している iOS デバイスで Safari 上の Web アプリケーションからミーテ 

ィングに参加すると、音声品質が悪い場合があります。これは iOS の不具合です。詳細に 

ついては、https://bug-s.webkit.org/show_bug.cgi?id=208233 をご確認ください。 

CSCvt71067 カメラが利用できない場合、ユーザは Chrome ブラウザ上の Web アプリケーションから 

ミーティングに参加することはできません。 

CSCvt71069 ビデオ レイアウト [スピーカー大（speaker large）] が選択された場合、ウィンドウの 

サイズが正常に設定されません。 

 

注: iPhone の Safari からアプリを使用しても、スピーカーとヘッドフォンの切り替え 

中に音量コントロールが機能しません。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv04843
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu98805
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1652042
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu98806
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs83695
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=208233
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=208233
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt71067
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt71069
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8 製品マニュアル 

Web アプリケーションのユーザガイドなどのエンドユーザ ガイドや、ビジュアルなハ

ウツー ガイドは、次の場所で入手できます。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting- app/products-

user-guide-list.html

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
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付録 A：アプリケーションの機能の比較 

Cisco Meeting Server Web アプリケーション と WebRTC 用 Cisco ミーティング ア

プリケーションの機能比較です。 

表 7：Cisco Meeting Server Web アプリケーション と WebRTC 用 Cisco ミーティング アプリケーション

の機能比較 

 
機能 

 
Web アプリケーシ

ョン 3.0 

 
Web アプリケー

ション 2.9.x 

WebRTC アプリケーシ 

ョン（Meeting Server 

2.9） 

全般 

Cisco Meeting Server のバージョン 3.0 2.9 2.7-2.9 

ユーザレベルのアクセス許可（例：スペースを
作成可能） 

はい はい はい 

ローカリゼーションのサポート いいえ いいえ はい 

ブランディング はい いいえ はい 

オンライン ヘルプ はい いいえ はい 

暗号化 はい はい はい 

ビデオ アドレス（URI）を使用した参加 はい いいえ いいえ 

通知 

着信コール通知 該当なし 該当なし はい 

新しいチャット メッセージの通知 該当なし 該当なし はい 

スペースの管理 

スペースの作成/編集 はい はい はい 

スペース メンバーの追加/編集/削除 はい いいえ はい 

ディレクトリ エントリの検索 はい いいえ はい 

スペースの情報の表示 はい はい はい 

招待状を送信 はい はい はい 

音声とビデオ 

音声 OPUS OPUS OPUS 

ビデオ H.264 H.264 H.264 

マイク/カメラ設定の制御 はい はい はい 

画面共有 

画面共有の表示 はい はい はい 
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機能 

 
Web アプリケーシ

ョン 3.0 

 
Web アプリケー

ション 2.9.x 

WebRTC アプリケーショ

ン（Meeting Server 

2.9） 

デスクトップ共有 はい はい はい 

アプリケーション共有 はい はい はい 

新しいウィンドウでの画面共有の表示 はい いいえ いいえ 

チャット 

チャット メッセージの送受信 いいえ いいえ はい 

コール中 

DTMF いいえ いいえ はい 

全画面表示 はい いいえ いいえ 

レイアウト制御 はい はい はい 

名前ラベル はい いいえ いいえ 

録音（Recording） はい いいえ はい 

ストリーミング はい いいえ はい 

自画面 はい はい はい 

セルフビューの固定 はい いいえ いいえ 

セルフビューのミラー表示 はい いいえ いいえ 

セルフビューの移動 はい いいえ いいえ 

HD/SD の選択 はい いいえ いいえ 

プレゼンテーションのプレビューの固定 はい いいえ いいえ 

プレゼンテーション プレビューの移動 はい いいえ いいえ 

参加者 

参加者を追加 はい（SIP のみ） いいえ はい 

参加者の削除 はい はい はい 

参加者を重要にする はい いいえ はい 

他の参加者の音声とビデオを個別にミュート/ミ

ュート解除 

はい はい はい 

すべての参加者の音声とビデオをミュート/ミュ

ート解除 

はい いいえ はい 

コール中の診断を送信 はい いいえ はい 

ポイントツーポイント コール いいえ いいえ はい 

招待の送信 いいえ いいえ はい 
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機能 

 
Web アプリケーシ

ョン 3.0 

 
Web アプリケー

ション 2.9.x 

WebRTC アプリケーショ

ン（Meeting Server 

2.9） 

コール情報の表示 いいえ いいえ はい 

コール中のマイク/カメラの制御 はい いいえ はい 

コールの移動 

このデバイスへのコールの移動 いいえ いいえ はい 

このデバイスを画面共有のみに使用（別のデバ

イスが音声とビデオに使用されている場合） 

はい はい はい 

ミーティングでビデオ システムを使用 

ビデオ システムを使用して、ビデオ アドレス

を入力してミーティングに参加 

いいえ いいえ はい 

 

注意：WebRTC アプリケーションの詳細については、『WebRTC 用 Cisco ミーティン
グ アプリケーション に関する重要事項』のドキュメントを参照してください。 

 

注：コール中に外部エンドポイントにコールを移動したり、音声を通常の電話に移動したり
することはできません。 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingApps/WebRTC_important_info/Release_Notes_CMA_webRTC_latest.pdf
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アクセシビリティ通知 

シスコは、利用しやすい製品およびテクノロジーの設計および提供に取り組んでいます。 

Cisco Meeting Server Web アプリケーションに関する Voluntary Product Accessibility 

Template（VPAT）は次の場所で入手できます。 

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_ 

regulatory/vpats.html#telepresence 

アクセシビリティの詳細については、以下を参照してください。

www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

 

 
 

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#telepresence
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#telepresence
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html
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Cisco の法的情報 

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更され

ることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、

すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を

負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ

側の責任となります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information 

Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。 

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの 

UCB（University of California, Berkeley）のパブリック ドメイン バージョンとして、

UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, 

Regents of the University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよび

ソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記

代理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、ま

たは商慣行から発生する保証を含み、これらに限定することなく、明示または暗黙のす

べての保証を放棄します。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または

使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接

的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたは

その供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電

話番号を示すものではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク 

トポロジー図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の

中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なもの

ではなく、偶然の一致によるものです。 

この文書の印刷されたハード コピーおよび複製されたソフト コピーは、すべて管理

対象外と見なされます。最新版については、現在のオンライン バージョンを参照して

ください。 
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シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所と電話番

号は、当社の Web サイトwww.cisco.com/go/officesをご覧ください。 

© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

 

http://www.cisco.com/go/offices
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Cisco の商標 

Cisco および Cisco のロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその関連会

社の商標を示します。Cisco の商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks.

をご覧ください。本書に記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者の

財産です。「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパート

ナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。（1721R） 

http://www.cisco.com/go/trademarks

