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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 

改訂日 変更 

2021 年 3 月 8 日 2 番目のメンテナンスリリース 3.1.2。 

2021 年 3 月 1 日 アイコンが正しく表示されるようにマニュアルが更新されました。 

2021 年 1 月 7 日 初回メンテナンスリリース 3.1.1 

2020 年 11 月 30 日 3.1 の最初のリリース 
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1 はじめに 
Cisco Meeting Server Web アプリ（Web アプリ）は、ユーザが会議（音声とビデオ）
に参加し、画面の表示情報を共有できる、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 以降で削除されます。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：デスクトップ版、iOS 版、WebRTC 版の Cisco Meeting App は Cisco Meeting 

Server バージョン 3.1 でサポートされなくなりました。 
 

このマニュアルでは、Cisco Meeting Server Web アプリの 3.1 リリースで、新機能、
変更、解決済みの問題、およびオープンな問題について説明します。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 以降は、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


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 

 

 4 

 

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

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 シングルサインオン（SSO） 

管理者が Web アプリアカウントに対してシングルサインオン (SSO) を設定してい
る場合は、SSO を使用して Web アプリにログインすることができます。 

SSO を使用してログインするには、次の手順を実行します。 

1. ユーザ名を入力し、 [サインイン（Sign In）] をクリックします。 

2. サインインするシングルサインオンプロバイダーの Web ページにリダイレク
トされます。サインイン後、Web アプリケーションにリダイレクトされます。 

シングルサインオンの設定詳細については、Cisco Meeting Server のリリースノートを
参照してください。 

 

注：Web アプリユーザがログインすると、Web アプリ アプリケーション上で、アイ
デンティティプロバイダーを持つユーザとは別のセッションが行われます。これは、
同じユーザ名を入力した後に ID プロバイダ ではなく、Web アプリケーションからロ
グアウトやサインアウトしても、Web アプリケーションに自動的に再許可されること
を意味します。ただし、アイデンティティプロバイダーからサインアウトした場合、
Web アプリアプリケーションからサインアウトされません。Web アプリアプリケー
ションからサインアウトする必要があります。このブラウザセッションに再度ログイ
ンできないようにするには、Web アプリケーションと ID プロバイダーの両方からサ
インアウトする必要があります。 

 

 

2.2 Web アプリのサインアウト 

[忘れた場合] メニューのオプションが [サインアウト] に変更されました。Web アプリ
からサインアウトするには、 > [ホームページからサインアウトする] をクリック
します。このユーザーインターフェイスの変更は、動作の変更を意味します。これによ
り、[サインアウト] をクリックすると Web アプリセッションが使用できなくなります。 

 

2.3 最後のログイン情報 

このバージョンでは、Web アプリケーションには、アカウントが最後に使用された日
時など、ユーザの最新のログインに関する情報が表示されます。最後のログイン情報
をクリックすると、最後のログイン時に使用された IP アドレスが表示されます。 
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2.4 参加リンクのカスタマイズ 

ユーザは、追加パラメータを使用して参加リンクをカスタマイズし、コールの参加時
に設定を行うことができます。これは、特定のミーティングに頻繁に参加するユーザ
に役立ちます。特定の設定で参加リンクをブックマークできます。このバージョンで
サポートされている追加パラメータは次のとおりです。 

 

パラメータ 説明 値 例 

mode このパラメータを使用して、
ユーザがミーティングに参加
する方法を指定します。 

 オーディオとビデオで
参加 - audioVideo 

 プレゼンテーション
のみで参加 - 

presentationOnly 

 ダイヤルインの詳細 - 

dialIn 

 

デフォルトのオプションは
「audioVideo」です。 

 audioVideo 

 presentationOnly 

 dialIn 

 &mode=audioVideo 

 &mode=presentationOnly 

 &mode=dialIn 

name ユーザがサインインしていな
い場合、表示名はこのパラメ
ータで指定された名前に自動
的に設定されます。Web ア
プリケーションには、ユーザ
が名前を入力するプロンプト
は表示されません。 

ユーザがサインインしている
場合、ユーザの名前はこのパ
ラメータによって変更されま
せん。ただし、コールに参加
する前に、別のユーザ ID と
パスワードでサインアウトお
よびサインインすることがで
きます。 

URL エンコード文字列 &name=Sally%20wood 

audioMuted  このパラメータが true に
設定されている場合、音
声はミュートされます。 

 このパラメータを false 
に設定すると、音声がミ
ュート解除されます。 

 

ユーザは、コールに参加し
た後、UI でこの設定を変更
できます。 

 true 

 false 

 値が入力されてい
ない場合は「true」
に設定します。 

 &audioMuted=true 

 &audioMuted=false 

 &audioMuted 
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videoDisabled  このパラメータが true 
の場合、ビデオは無効
になります。 

 このパラメータが 
false の場合、ビデオ
は有効になります。 

 

ユーザは、コールに参加し
た後、UI でこの設定を変更
できます。 

 true 

 false 

 値が入力されてい
ない場合は「true」
に設定します。 

 &videoDisabled=true 

 &videoDisabled=false 

 &videoDisabled 

skipJoinOptions true の場合、およびユーザー
がサインインしているか、以
前に設定した場合、または
「name」パラメーターがリ
ンクに設定されている場合、
ユーザーは [参加（Join）] オ
プション 画面をスキップして
コールに参加します。 

false の場合、ユーザは [参加
（Join）] オプション画面に
移動し、任意で名前を変更
したりサインインしたりで
きます。 

 true 

 false 

 値が入力されてい
ない場合は「true」
に設定します。 

 &skipJoinOptions=true 

 &skipJoinOptions=false 

 &skipJoinOptions 

 

例：ユーザがミーティング参加名を「Sally」に設定し、ミーティングに参加している間
は音声を自動的にミュートする場合。 

1. 参加リンクをコピーします。
https://example.com/meeting/059893656?secret=zv9LGLqbZ0DiCo_86haJag 

2. リンクを編集して、追加のパラメータ「&name=Sally」と「&audioMuted」をリンクに
追加します。https://example.com/meeting/059893656?secret=zv9LGLqbZ0DiCo_ 

86haJag&name=Sally&audioMuted=true 

 
2.5 ロックされた会議への参加者の参加を認める 

適切な権限があれば、ロックされたミーティングへの参加を許可できるようになりま
した。ミーティングに参加しようとしている参加者はロビーで待機しており、同じこ
とを示すメッセージが画面に表示されます。 

ミーティングへの参加を待機している参加者がいる場合、Web アプリケーションに通
知が表示されます。参加者アイコンには、ロビーで待機している参加者の数が表示さ
れます。参加者の名前をクリックして、[会議に参加を認める] を選択します。 

すべての参加者を許可するには、 [すべて許可（Admit all）] をクリックします。 
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2.6 ローカリゼーション対応 

このバージョンの Web アプリのユーザインターフェイスは、21 言語にローカライズさ
れています。デフォルトの Web アプリ言語は、ブラウザのデフォルトに基づいています。
サポートされている言語の一覧を参照してください。 

ユーザは、 をクリックすると、アプリにログインするか会議に参加する前に別の言語を
選択できます。[会議に参加]ページから言語の選択 オプションを利用 することもできます。 

または、アプリにログインした後、ユーザはホームページから > をクリックし
て言語を選択できます。 

電子メールを送信する場合、[言語] ドロップダウンから 言語を選択できます)。 

 
2.7 新しくプロビジョニングされたスペースをアクティブ化する 

ユーザは、Web アプリケーション UI から新しくプロビジョニングされたスペースをアク
ティブ化できます。通知「アクティベーションが必要」が、新しくプロビジョニングされ
たスペースのスペース名の下に表示されます。 

ユーザは [スペースのアクティブ化]をクリックして、スペースをアクティブ化および作成できます。
スペースでミーティングを開始することはできません。 

 

2.8 ミュートモード 

このバージョンでは、管理者は会議中に参加者とやり取りすることなく、すべての参加者
のビデオの有効化または無効化、および音声のミュートまたはミュート解除を行います。
これは Cisco Meeting Server の設定によって異なります。ミュートモードオプションの
詳細については、Cisco Meeting Server 3.1 のリリースノートを参照してください。 

 

注：音声のミュートまたはミュート解除を許可されていない場合、マイクアイコン 
にはロックアイコンが表示されます。同様に、ビデオを有効または無効にする権限
を持ってない場合は、セルフビューウィンドウからビデオアイコンにロックアイコ
ンが表示されます。 

 

 

2.9 会議への参加中に参加者名を入力 
[会議に参加] オプションから会議に参加する場合(会議 ID、ビデオ アドレス (URI)のい
ずれかを 使用するか、参加リンク)の参加者に [参加情報]ページから名前を入力するよ
う求めるプロンプトが表示されます。このオプションは、参加者が会議情報を入力す
る最初の参加ミーティングページから移動されました。 

入力した名前はコールの参加者リストに表示され、同じデバイスからの会議に保存され、
必要に応じて変更できます。 

https://meeting-infohub.cisco.com/faq/content/81/515/en/what-languages-are-supported-by-the-cisco-meeting-server-web-app.html
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また、ユーザ ID とパスワードを持っているユーザは、[参加情報] ページから Web 
アプリにログインして会議に参加し続ける必要があります。 

 
2.10 コール参加情報の表示 

会議中に、 をクリックして次の情報を表示します。 

 スペース名：ミーティングが進行中のスペースの名前です。 

 期間：参加者がミーティングに参加してから経過した時間です。 

 参加情報：次のいずれかの方法を使用して、他の参加者をミーティングに招待できます。 

 参加リンクをクリップボードにコピーします。 

  を クリックして招待のプレビューを開きます。[電子メールを開く（Open email）] 
をクリックして、参加情報が埋め込まれたデフォルトの電子メールを開くか、[コピー
（Copy）] をクリックしてすべての詳細を含む招待をクリップボードにコピーします。 
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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 Serverweb 

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。 

 
 

3 Web アプリケーションの使用 
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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） 86 

MozillaFirefox（Windows） 82 

Chromium ベースの Microsoft Edge（Windows） 86 

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 および 20.11 

 
 

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。 
ブラウザ 

 

4 テスト済のブラウザバージョン 
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iOS 13 以降および macOS 10.15 以降を使用しているユーザ に関する重要事項 

ユーザが iOS13 以降および macOS 以降の Safari で Web アプリを使用できるようにするには、 
10.15 webbridge3を適切に構成してここに記載されている要件に準拠する必要があります。
https://support.apple.com/en-us/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 以降の 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）] を選択します。 

2. [セキュリティ &amプライバシー（Security & Privacy）] をクリックします。 

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

4. 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。 

5. 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。 

 
Safari ブラウザのアクセシビリティ設定に関する重要な注意 

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 のブラウザ メニューから、[Safari] > 設定 > 詳細 > アクセシビリティに移動します。

> Web ページの各項目を強調表示するにはタブを押して設定を変更します。 

4 テスト済のブラウザバージョン 

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、Cisco 

Meeting Server に関する解決済みの問題および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。 

 

5 バグ検索ツール 

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。 

 
6.1 3.1.1 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 3.1.1 で修正されたすべての問題
の一覧を示します。 

表 3：3.1.1 で解決済みの問題 

Cisco ID 要約 

CSCvw69705 Cisco Meeting Server が JWT を適切にエンコードしていないため、ユーザは Web 
アプリ会議にログインできず、「セッションが期限切れになりました」というエラ
ーが表示されます。これにより、Web アプリは JWT をデコードしません。 

CSCvw61466 Cisco Meeting Server 2000 で実行されている Web Bridge 3 は、http-redirect が有
効になっている場合、着信 HTTP 接続を HTTPS にリダイレクトしません。これは 
Cisco Meeting Server 2000 にのみ影響します。VM や Cisco Meeting Server 1000 
プラットフォームには影響しません。 

CSCvw84107 Cisco Meeting Server 2000 ソフトウェア バージョン 2.9.5 で実行されている 
Web Bridge 3、3.0.2 と 3.1.0 は、MMP 構成の http-redirect が有効になっている
と、起動に失敗する場合があります。 

 

6.2 3.1 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 3.1 で修正された問題の一覧を示します。 

表 4：3.1 で解決済みの問題 

Cisco ID 要約 

CSCvw03388 ユーザは、コンピュータに動作するカメラを持ってない場合、Web アプリのミーティング
に参加できません。 

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。 

CSCvt11301 Cisco Meeting Server Web アプリは、他の Meet- ing Server サービスと同じ https 
ポートに接続できません。 

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。 

6 解決済みの問題 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw69705
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw61466
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw84107
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw03388
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv06986
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt11301
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
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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 5：未解決の問題のリスト 

Cisco 識別子 要約 

CSCvw61470 （SSO が有効な場合）Web アプリにログインする際、ドメイン名は大文字と小文字が区
別されるため、Cisco Meeting Server で設定されているとおりにドメイン名を入力する
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。 

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。 

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/CSCvw61470
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu98805
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1652042
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 6：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 3.1 

 
Web アプリケ
ーション 3.0 

Web アプリ
ケーション 
2.9 

WebRTC アプリケーション
（Meeting Server 2.9） 

全般 

Cisco Meeting Server 
のバージョン 

3.1 3.0 2.9 2.9 

Lync Conference ID の解決 × × いいえ はい 

通話の着信 × × いいえ はい 

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 はい 

ローカリゼーションのサポート はい いいえ いいえ はい 

ブランディング はい はい いいえ はい 

オンライン ヘルプ はい はい いいえ はい 

暗号化 はい はい はい はい 

シングルサインオン はい いいえ × × 

ビデオ アドレス（URI）を使
用した参加 

はい はい いいえ × 

スペースの管理 

スペースの検索 × × いいえ はい 

スペースの作成/編集 はい はい はい はい 

新しくプロビジョニングされた
スペースをアクティブ化する 

はい いいえ × × 

スペース メンバーの追加/
編集/削除 

はい はい いいえ はい 

メンバー追加機能のディレク
トリ検索 

はい はい いいえ はい 

スペースの情報の表示 はい はい はい はい 

招待状を送信 はい はい はい はい 
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機能 

 
Web アプリケ
ーション 3.1 

 
Web アプリケ
ーション 3.0 

Web アプリ
ケーション 
2.9 

WebRTC アプリケーション
（Meeting Server 2.9） 

音声とビデオ 

音声 OPUS OPUS OPUS OPUS 

ビデオ H.264, VP8 H.264, VP8 H.264, VP8 H.264, VP8 

マイク/カメラ設定の制御 はい はい はい はい 

画面共有 

画面共有の表示 はい はい はい はい 

デスクトップ共有 はい はい はい はい 

アプリケーション共有 はい 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 はい いいえ × 

チャット 

チャット メッセージの送受信 × × いいえ はい 

コール中 

DTMF × × いいえ はい 

全画面表示 はい はい いいえ × 

レイアウト制御 はい はい はい はい 

名前ラベル はい はい いいえ × 

録音（Recording） はい はい いいえ はい 

ストリーミング はい はい いいえ はい 

セルフビュー はい はい はい はい 

セルフビューを固定する はい はい いいえ × 

セルフビューのミラー表示 はい はい いいえ × 

セルフビューの移動 はい はい いいえ × 

HD/SD の選択 はい はい いいえ × 

プレゼンテーションのプレビ
ューの固定 

はい はい いいえ × 

プレゼンテーション プレビ
ューの移動 

はい はい いいえ × 

参加者 
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機能 

 
Web アプリケ
ーション 3.1 

 
Web アプリケ
ーション 3.0 

Web アプリ
ケーション 
2.9 

WebRTC アプリケーション
（Meeting Server 2.9） 

参加者を追加 はい 
（SIP だけ） 

はい 
（SIP のみ） 

いいえ はい 

参加者の削除 はい はい はい はい 

ロックされたミーティング
への参加者の許可 

はい いいえ × × 

参加者を重要にする はい 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 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 はい いいえ はい 

コール中の診断を送信 はい はい いいえ はい 

ポイントツーポイント コール × × いいえ はい 

招待の送信 はい いいえ いいえ はい 

コール情報の表示 はい いいえ いいえ はい 

コール中のマイク/カメラの制御 はい 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 はい 

このデバイスを画面共有とコ
ール管理のみに使用（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 はい 

ミーティングでビデオ システムを使用 

ビデオエンドポイントとの
ペアリング 

× × いいえ はい 

 

注：WebRTC アプリの詳細については、次の Cisco Meeting App を参照してください。 

WebRTC アプリケーションの重要事項のドキュメント 
 

注：コールを外部エンドポイントに移動したり、音声を通常のエンドポイントに移動し
たりすることはできません。通話中に電話をかけます。

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/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および限定保証は、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。 

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。 

© 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

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