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1 はじめに 

これらのリリースノートでは、Cisco Meeting Server ソフトウェアのバージョン 3.3 におけ
る新機能、改善、および変更について説明します。 

Cisco Meeting Server ソフトウェアは以下でホストされる場合があります。 

■  Cisco Meeting Server 2000、B200 ブレード 8 枚を搭載した UCS 5108 シャーシ、
および Meeting Server ソフトウェアをプレインストール。 

■ Cisco Meeting Server 1000、VMware を事前設定済みの Cisco UCS サーバ、および 

VMware 導入環境としてインストールされた Cisco Meeting Server。 

■ または仕様ベースの VM サーバ。 

このリリース ノートではこれ以降、Cisco Meeting Server ソフトウェアを Meeting 

Server と呼びます。 

 

注：Cisco Meeting Management は、製品登録と、スマートライセンスのサポートに関連するス
マートアカウントとのやり取りを処理します。Meeting Management 3.3 では、Meeting Server 

3.3 が必要です。 

■ アップグレード：最初に Meeting Management をアップグレードし、スマート ライセンス
を完了してから、Meeting Server をアップグレードするワークフローを推奨しています。 

■ スマート ライセンス：Meeting Server 3.3 の場合は、Meeting Management 経由でスマート
ラインセンスを使用することを推奨します。ただし、Meeting Server でローカルにホストさ
れているライセンスファイルは、既存のバージョンの Meeting Management で引き続きサポ
ートされています。Meeting Server と Meeting Management は、今後のリリースでローカ
ルでホストされているライセンスのサポートを削除する予定です。スマートライセンスへの
移行を計画することをお勧めします。 

スマート ライセンスと Meeting Management のアップグレードの詳細については、
Meeting Management リリース ノートを参照してください。 

 

 

これよりも前のバージョンからアップグレードする場合は、 backup snapshot <filename> コ
マンドを使用して設定のバックアップを作成し、別のデバイスに安全に保存することを推奨し
ます。詳細については、『MMP コマンドリファレンスガイド』を参照してください。 

 

Microsoft RTVideo に関する注意：Microsoft RTVideo および Windows 上の Lync 2010 および 

Mac OS 上の Lync 2011 は、Meeting Server ソフトウェアの将来のバージョンではサポート
されません。ただし、Skype for Business と Office 365 のサポートは続行されます。 

 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-management/series.html#ReleaseandCompatibility
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1.1 Cisco Meeting Server Web アプリの重要事項 

Cisco Meeting Server Web アプリケーションを使用している場合（Web Bridge 3 を展開してい

る場合）、『Cisco Meeting Server web app Important Information（Cisco Meeting Server 

Web アプリケーション重要事項）』[英語] を参照して機能のリリース時期とWeb アプリで解

決された問題の詳細について確認してください。これらの詳細は、Meeting Server のリリース 

ノートには含まれていません。 

重要事項ガイドでは、以下のことを説明しています。 

■ Web アプリケーションの新機能または変更された機能、および Web アプリケーションに関

連する修正済みの問題と未解決の問題の詳細を、その機能または修正が利用可能な 

Meeting Server のバージョンとともに示しています。 

■ Web アプリケーションに影響するブラウザの今後の変更、および影響を受ける Web アプ

リケーションのバージョンと推奨される回避策。 

 
1.2 ソフトウェアメンテナンス終了 

表 1：Cisco Meeting Server バージョンのソフトウェアメンテナンス終了に関するタイムライン 

 

Cisco Meeting Server ソフトウェアバージョン ソフトウェアメンテナンス終了の通知期間  

Cisco Meeting Server バージョン 3.1.x Cisco Engineering が Cisco Meeting Server バージョン 3.1.x 

の最終的なソフトウェア メンテナンス リリースやバグ修正

をリリースする最終日は、2021 年 12 月 24 日です。 

Cisco Meeting Server バージョン 3.2.x Cisco Engineering が Cisco Meeting Server バージョン 3.2.x 

の最終的なソフトウェア メンテナンス リリースやバグ修正

をリリースする最終日は、2022 年 4 月 17 日です。 

Cisco Meeting Server に関する Cisco のソフトウェアメンテナンス終了ポリシーの詳細につい

ては、こちらをクリックしてください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/White_papers/Cisco-Meeting-Server-End-of-Maintenance-and-support-of-sofware.pdf
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2 バージョン 3.3 の新機能と変更点  

Meeting Server ソフトウェアのバージョン 3.3 では、以下の新機能と変更が導入されています。 

• coSpace の情報を取得するための電子メール招待 API 

• ユーザ数の規模の拡張 

• MMP ユーザ用 LDAP 認証 

• 管理アクションの送信元 IP アドレス 

• Web サーバー セッションの絶対タイムアウト 

• SSH フィンガープリントの検証 

• Web アプリと SIP のレイアウトの調整 

• ペインの配置でのアクティブ スピーカー 

• Web アプリで参加者の役割を変更する 

• Web アプリからの会議のスケジューリング（ベータ サポート） 
 

2.1 電子メール招待 API 

バージョン 3.2 では、特定の accessMethod のテキストベースの会議情報を取得するために、
Email Invitation API 機能が Meeting Server に実装されました。バージョン 3.3 では、この機能が
拡張され、coSpace の情報を取得できるようになりました。会議参加情報は、次の API 呼び出
しを使用して coSpace から取得できます。 

/api/v1/coSpaces/<coSpace id>/emailInvitation に対する GET 操作 

以前のリリースでは、電子メール招待テキストのテンプレートと生成は、Web アプリのカ
スタム電子メール招待機能で共有されます（例外あり）。 

• テナントを使用し、 webBridgeProfile がテナントレベルに設定されている場合、テ
ナントレベルの ivrNumbers と webBridgeAddresses の設定がシステム/プロファイル
レベルの設定を上書きします。 

• テナント webBridgeProfile   の ivrNumbers   または webBridgeAddresses が指定され
ていない場合、システムレベル ivrNumbers  と webBridgeAddresses  が継承されます。 

• どのレベルでも webBridgeProfile   が構成されていない場合、招待テキストに IVR 

番号や Web Bridge アドレスは表示されません。 

電子メールによる招待は、さまざまな言語で生成できます。詳細については、『Cisco 

Meeting Server カスタマイズガイドライン』の「招待テキストのカスタマイズ」セクション
を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html#anchor526
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html#anchor526
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html#anchor526
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html#anchor526
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2.1.1 API の追加 

次のメソッドは、coSpace レベルの会議参加情報を取得します。 

• /api/v1/coSpaces/<coSpace id>/emailInvitation に対する GET 操作 

 

URI パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

言語（オプション） 文字列 言語タグ「xx」または「xx_XX」（xx 言語コードお
よび XX 地域コード）または 1 ~ 32 文字の他の文
字列（「a」-「z」、「A」-「z」、「0」-「9」、
および「_」の形式)。 

 
 
 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

件名（subject） 文字列 招待の件名。 

招待（invitation） 文字列 電子メール招待テキスト。 

言語（language） 文字列 電子メール招待の言語タグ。言語が指定されてい
ない場合、デフォルトで en_US になります。 

指定された言語が無効な場合は、「400 - 不正な
要求」応答が返されます。 

2.1.1.1 失敗の応答 
 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

invalidValue 400 - 不正な要求です 言語パラメータとして空の文字列または無効
な文字を入力しました。 

valueTooLong 400 - 不正な要求です 長い言語パラメータを入力しました。 

retryAfter 503 - Service Unavailable サーバーがビジー状態であるか、外部でホス
トされているテンプレートを取得していると
きに、テキスト ベースの会議エントリ情報を
取得しようとしました。 

後で再試行するか、期間後（秒）retryAfter 

に再試行することを推奨します。 

 

2.2 ユーザ数の規模の拡張 

バージョン 3.3 以降、Cisco Meeting Server クラスタは、データベースが配置されているサ
ーバーに応じて、最大 300,000 のユーザをサポートできます。クラスタ内のすべてのデータ
ベースは、同じ仕様のサーバー上にある必要があります。 
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Cisco Meeting Server 最大ユーザ数 

Meeting Server 2000 M5v2 300,000 

Meeting Server 2000 M5v1 200,000 

Meeting Server 2000 M4、Meeting Server 1000 M4、M5v1、M5v2、お
よび仕様ベースのサーバー  

75,000 

 

注：多数のユーザの LDAP 同期により、通話の参加時間が長くなる可能性があります。メンテ
ナンス時間帯またはオフピーク時に、新しいユーザ/coSpace を Meeting Server に追加すること
をお勧めします。 

 

 

2.3 MMP ユーザ用 LDAP 認証 

バージョン 3.3 では、すべての Meeting Server 展開で管理者と Web アプリ ユーザの LDAP 認証
をサポートします。LDAP ユーザーアカウントは、LDAP ベースの認証を使用して、Web 管理イン
ターフェイス、SSH、SFTP、およびシリアル コンソールにログインできるようになりました。認
証に失敗すると、ユーザ ログインは拒否されます。 

 

注：共通アクセス カード（CAC）展開の場合、CAC 認証は LDAP 認証とローカル認証の両
方よりも優先されます。 

 

 

この機能は、LDAP を介した MMP ユーザのインポート、または既存のローカル ユーザを 

LDAP 認証ユーザに切り替えることをサポートしていません。管理者は、MMP コマンド 

user add を使用して各ユーザを手動で追加することにより、LDAP ユーザを事前に構成する必
要があります。ログイン名は、ローカル ユーザと LDAP ユーザ全体で一意である必要があります。 

LDAP ユーザの追加を有効にするために、新しいオプション [ldap] がコマンドに追加されます。 

user add <username> (admin|crypto|audit|appadmin|api) [ldap] 
 

注：Meeting Server API は、LDAP 認証によるユーザへのアクセスをサポートしていません。 
 

 

ldap オプションで追加されたすべてのユーザについて、認証は LDAP サーバーによっての
み実行され、ローカル パスワードの検索は実行されません。ローカル ユーザの場合、認証は
ローカル パスワード ルックアップのみで実行されます。LDAP 認証はパスワードの変更をサ
ポートしていません。 

 

注：LDAP サーバーが使用できなくなった場合、または Meeting Server が LDAP サーバー
に到達できない場合、LDAP ユーザはログインできません。バックアップとして、少なくとも 

1 人のローカル管理者ユーザを常に MMP で設定しておくことをお勧めします。 
 

 

Meeting Server は、新しい ldap オプションを使用して、ホスト名/IPv4/IPV6 のいずれか、およ
びポートを使用して、Microsoft AD LDAP サーバーまたは Open LDAP サーバーの構成をサポート
します。この LDAP サーバーは、サポートされているサーバー タイプであれば、Web アプリ 
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のユーザ認証に使用されるものと同じにすることができますが、Meeting Server 用に個別に構成
する必要があります。 

 
2.3.1 MMP の追加 

新しい ldap オプションが user add MMP コマンドに追加され、LDAP サーバー、ディレクトリ
検索パラメータ、TLS 設定の詳細を構成し、LDAP 認証を有効または無効にすることができます。 

LDAP ユーザの追加を有効にするために、新しいオプション [ldap] がコマンドに追加されます。 

user add <username> (admin|crypto|audit|appadmin|api) [ldap] 

 

注：Meeting Server API は、LDAP 認証によるユーザへのアクセスをサポートしていません。 
 

 

help ldap コマンドの出力は次のとおりです。 

cms> help ldap 

MMP ユーザ用の LDAP クライアント構

成： 

ldap 

ldap server <hostname|address> <port> 

ldap protocol (ldap|ldaps) 

ldap binddn <username> 

ldap basedn <base DN> 

ldap login_attr <attribute> 

ldap filter <filter> 

ldap remove <binddn|filter|trust> 

ldap trust <crt bundle> 

ldap verify (enable|disable) 

ldap min-tls-version <minimum version string> 

ldap enable 

ldap disable 

ldap status 

 

注： 

user list MMP コマンドが拡張され、ログインした LDAP ユーザが含まれるようになりました。 

LDAP ユーザに適用されるuserrule パラメーターは、max_failed_logins、max_idle、および 

max_sessions のみです。このコマンドの他のパラメーターは、LDAP ユーザには適用されません。 

user expire MMP コマンドは、LDAP ユーザではサポートされていません。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

ldap LDAP 情報を表示します。 

ldap server <hostname|address> <port> LDAP サーバ ホスト名または IP アドレスおよび

ポート番号を指定します。これは必須です。 

ldap protocol (ldap|ldaps) 使用する LDAP プロトコルを指定します。LDAP サー

バーへの安全な接続を使用するには、ldaps を使用す

る必要があります。プロトコルの指定は必須です。 

LDAP binddn<username> 

ldap binddn 

cn=binduser,oi=user,dc=domain,dc=com 

ldap binddn "cn=bind user,o=My 

Company,dc=domain,dc=com" 

ldap binddn domain\\username 

検索のためにディレクトリ サーバーにバインドする

識別名を追加します。bindn パラメータはオプショ

ンです。指定しない場合、匿名バインド要求が使用

されます。 

バインド ユーザは、ディレクトリ内の検索権限を持

っている必要があります。このコマンドは、オプシ

ョンのバインド パスワードの入力を求めます。 

引数にスペースが含まれている場合は、引数を引

用符で囲む必要があります。バックスラッシュが

含まれている場合は、前にバックスラッシュを付

けてエスケープする必要があります。 

ldap basedn <base DN> 検索ベースに使用する基本識別名（DN）を指定

します。basedn の指定は必須です。 

引数にスペースが含まれている場合は、引数を引

用符で囲む必要があります。バックスラッシュが

含まれている場合は、前にバックスラッシュを付

けてエスケープする必要があります。 

ldap login_attr <attribute> ユーザを一意に識別する、uid、userPrincipalName、

sAMAccountName などの LDAP 属性名を指定しま

す。ログインを成功させるには、属性値が事前構成

された MMP ユーザ名と一致している必要がありま

す。属性の指定は必須です。 

ldap filter <filter> 

ldap filter (&(objectClass=*) 

(memberOf=CN=admins,DC=example,DC=com)) 

LDAP 検索フィルタを設定します。フィルタの指

定はオプションです。フィルタが指定されていな

い場合、デフォルト値（objectClass=*）が使用さ

れます。 

有効な LDAP フィルタ構文を使用する必要があり、

括弧で囲む必要があります。 

ldap remove (binddn|filter|trust) 以前に設定された binddn、filter、または trust パ

ラメータを削除します。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

ldap trust <crt bundle> 特定の証明書のバンドルを使用して証明書を検証する
ようにシステムを構成します。 

LDAP サーバーへの安全な接続を使用するには、信
頼できる CA を使用してこれを構成する必要があり
ます。 

ldap verify (enable|disable) LDAP サーバーへの接続の証明書検証を有効また
は無効にします。 

LDAP サーバーへの安全な接続を使用するには、証
明書の検証を有効にする必要があります。無効にす
ると、Meeting Server は信頼証明書を要求または確
認しません。 

ldap min-tls-version <minimum version string> システムが使用する最小の TLS バージョンを構成
します。可能な値は 1.0、1.1、および 

1.2. デフォルトはバージョン 1.2 です。 

ldap enable LDAP サービスを有効にします。 

ldap disable LDAP サービスを無効にします。 

ldap status ldap サービスのステータスを次のように表示します。

「実行中」：サービスが実行中であることを示します。 

「実行されていません」：サービスは有効になっ

ていますが、実行されていません。詳細について

はログを確認してください。 

「無効」：サービスは無効になっています 

 

 

2.4 管理アクションの送信元 IP アドレス 

バージョン 3.3 では、Meeting Server ログには、管理アクションの個々のライン コマンドの
送信元 IP アドレスと SSH ポートが含まれます。これらのアクションには、ログイン、ログア
ウト、コマンドの入力が含まれます。これは、特に同時セッションで、イベントの送信元を識別
するのに役立ちます。 

 

2.5 Web サーバー セッションの絶対タイムアウト 

Meeting Server の Web セッションには、バージョン 3.3 から 24 時間の絶対タイムアウトがあり
ます。24 時間が経過してもアクティブなセッションはタイムアウトになり、ユーザは再度ログイ
ンする必要があります。 
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注：Web セッションのアイドルタイムアウトは引き続き 10 分、SSH のアイドルタイムア
ウトは 3 分です。 

 

 

2.6 SSH フィンガープリントの検証 

バージョン 3.3 以降、システム管理者は、Meeting Server にインストールされているキーのフィ
ンガープリントを取得できます。管理者は、SSH または SFTP 経由で Meeting Server に初めて
接続するときに、取得したキーに対して Meeting Server によってプロンプト表示されるキーを
検証できます。この機能は、新しいコマンド ssh server_key list によって有効になりま
す。 

 

2.6.1 MMP の追加 

新しい MMP コマンドが追加され、Meeting Server にインストールされているキーのリストを表示します。 

ssh server_key list 

出力には、次のキーの中で、Meeting Server ホストのすべての既存のキーのサイズ、タイプ、
およびフィンガープリントとともにキーのリストが表示されます。 

• ssh_host_dsa_key.pub 

• ssh_host_ecdsa_key.pub 

• ssh_host_ed25519_key.pub 

• ssh_host_key.pub 

• ssh_host_rsa_key.pub 
 

2.7 Web アプリと SIP のレイアウトの調整 

バージョン 3.3 では、Meeting Server は、動的、固定、およびカスタマイズされたレイアウト
の構成と、Web アプリでの参加者のペイン配置をサポートします。Meeting Server は、Web ア
プリ ユーザがレイアウトを変更するためのアクセス許可を制御することもできます。 

Web アプリは、会議に参加している人数、および Web アプリ ウィンドウのサイズと縦横比に基
づいて変化する適応型レイアウトをサポートしています。たとえば、4 人の参加者が表示されて
いる場合、ウィンドウのサイズや縦横比に合わせて 1 行に 4 人、2 行に 2 人ずつ、または 1 列に 

4 人の配置で表示されます。ほとんどの会議では、これにより、エンド ユーザーは何を見たいか
を決めることができ、最高のエンド ユーザー体験になります。ただし、より固定的なエクスペリ
エンスが必須のシナリオの場合、バージョン 3.3 から管理者は Web アプリを SIP エンドポイント
と同じ固定の 16:9 アスペクト比のレイアウトにすることができるようになります。たとえば、ペ
インの配置を使用して全員が同じ参加者を 3 x 3 の Equal レイアウトで見えるようにする場合、
Web アプリからの参加者で実現できるようになります。以前のバージョンでは、SIP エンドポイ
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ントでのみサポートされていました。 

 

Web アプリと SIP エンドポイントのユーザは、callLegs の changeLayoutAllowed パラメー
ター を使用して、割り当てられたアクセス許可に基づいてレイアウトを変更できます。 

動的レイアウト（つまり、allEqual や onePlusN のように参加者が増えるにつれて大きくなる
レイアウト）が選択されている場合、Web アプリは以前のリリースで説明されていたように、
適応型レイアウトを引き続き使用します。静的レイアウトが選択されている場合（つまり、
allEqualQuarters や onePlusFive のように、より多くの人が参加しても変更されないもの）、
Web アプリはそのレイアウトを 16:9 のアスペクト比で表示します。ユーザが Web アプリ ウィ
ンドウのサイズを変更すると、レイアウトは 16:9 のままになり、ウィンドウのサイズに応じて
縮小または拡大します。 

レイアウトのカスタマイズ、およびレイアウトとペインの配置の割り当てについては、
『Cisco Meeting Server Administrator's Quick Reference Guide for Screen Layouts, Pane 

Placement, and Customizable Layouts』を参照してください。  

Meeting Server レイアウトを利用可能な Web アプリ レイアウトにマッピング 

Meeting Server で選択したレイアウトによって、Web アプリに表示されるレイアウトと、
Web アプリで強調表示されるレイアウト アイコンが決まります。次の表に示すように、各 

Meeting Server レイアウト ファミリーは、最適な Web アプリ レイアウトにマッピングされます。 
 

Meeting Server に割り当てられた
レイアウト 

 
レイアウトの表示/Web アプリでのアイコンの強調表示 

speakerOnly スピーカーのみ 

allEqual すべて等しい 

allEqualQuarters 

allEqualNinths 

allEqualSixteenths 

allEqualTwentyFifths 

stacked スピーカー大 

telepresence 

onePlusFive 

onePlusSeven 

onePlusNine 

onePlusN 

自動 + レイアウト テンプレート
は構成されていません  

スピーカー大 

自動 + レイアウト テンプレートが
構成されています  

カスタム 

「自動」割り当て以外のレイアウト 

+ レイアウト テンプレートが設定
されている 

対応する Web アプリ アイコンが強調表示され、レイアウトが表示され、ユ
ーザが選択できるカスタム レイアウト アイコンも使用できます。ユーザが
カスタム レイアウトを選択すると、テンプレートで構成されたレイアウト
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が表示されます。 

 

 

 

注：この機能の例外は、Meeting Server API または Meeting Management が動的レイアウ
トを構成し、参加者が増えると変更される場合です。この場合、Web アプリは独自のレ
イアウト（All Equal または Speaker Large のいずれか）を選択します。これにより、Web 

アプリと SIP エンドポイント間のレイアウトにわずかな違いが生じる可能性があります。 
 

Meeting Server によって割り当てられたレイアウト（Web アプリにカスタム レイアウトとして
表示されるものを除く）の場合、ユーザが別のレイアウトに切り替えてから割り当てられたレイ
アウトに戻った場合、レイアウトは Web アプリの適応型レイアウトに変更されます。たとえば、
allEqualNinths が Meeting Server で割り当てられている場合、Web アプリは最初に 9 つのペイ
ンで All Equal を表示します。ユーザがレイアウトを別のレイアウトに変更してから All Equal に
戻った場合、レイアウトは静的な allEqualNinths ではなく、Web アプリ独自の All Equal 適応型
レイアウトになります。 

レイアウトを変更する権限 

管理者がすべての参加者に同じレイアウトを表示する場合、ペインの配置または静的レイアウト
を使用でき、SIP および Web アプリの参加者には同じレイアウトが表示されます。参加者が会議
全体でこのレイアウトを維持したい場合、管理者は参加者がレイアウトを変更できないようにす
ることが重要です。Meeting Server は callLegsの changeLayoutAllowed  パラメータを使用し
て、Web アプリ ユーザがレイアウトを変更する権限を設定できるようになりました。これが 

false に設定されている場合、Web アプリのユーザは2 つのレイアウトからのみ選択できます：
オーディオのみと構成されたレイアウト。他のすべてのレイアウトは無効になっています。 

使用されている API 

この機能は、既存の API とパラメーターを使用します。詳細については『Cisco Meeting 

Server API Reference ガイド』を参照してください。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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defaultLayout の実効値（コール レッグ プロファイルの階層に基づいて計算される）によっ
て、コールの開始時のレイアウトが決まります。このパラメータは以下の API オブジェクトに
存在します。 

 

 

chosenLayout パラメーターは、呼び出し中にレイアウトを変更するために使用で

き、次の API ノードでサポートされています。 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する GET 操作 

レイアウト  パラメーターは、/callLegs/<callLeg id> に対する GET 操作でサポートさ

れており、Web アプリまたは SIP エンドポイントで選択されたレイアウトを取得します。 

 
 

注： /coSpaces 、/calls、 /callLegs  の defaultLayout が空白のままになっている場合、

/callLegProfiles の defaultLayout 設定  が継承されます。defaultLayout と layout の両方

が設定されている場合、defaultLayout が優先されます。 
 

 

ペインの配置は、既存のパラメーター panePlacementHighestImportance によって有効になります。 

また panePlacementSelfPaneMode は、次のメソッドでサポートされています。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /calls に対する POST 操作 

• /calls/<call id> に対する PUT 操作 

changeLayoutAllowed  パラメーターは、Web アプリおよび SIP エンドポイントのレイアウト

を変更するためのアクセス許可を割り当てるために、次の API メソッドでサポートされています。 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call ID>/callLegs に対する POST 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 

API の使用に関する詳細については、『Cisco Meeting Server API Reference Guide』を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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2.8 ペインの配置でのアクティブ スピーカー 

バージョン 3.3 は、SIP エンドポイントと Web アプリのペイン配置でのアクティブなスピ

ーカーをサポートします。この機能は、シングル、デュアルおよび 3 画面のスクリーン エ

ンドポイントで設定できます。 

この機能を有効にすると、レイアウトの最初のペインがアクティブなスピーカー用に予約さ

れます。アクティブなスピーカーが最初のペインに表示されるため、ペインの配置を使用し

て特定のペインが割り当てられている他の参加者は、次のペインに移動します。たとえば、n 

番目のペインに割り当てられた参加者は（n+1）番目のペインに表示されます。アクティブなスピー

カーは、ペインの配置が割り当てられたペインに加えて、最初のペインに表示されます。 

この機能は、coSpace および呼び出しレベルで新しい API パラメータ 

panePlacementActiveSpeakerMode  を使用して構成できます。このパラメータは、none、

allowself、および suppressself の値を取ります。 

 

注：この機能では、ペインの配置を有効にする必要があり、ペインの割り当て動作に影響し

ます。 
 

 

参加者に対する次のペイン配置割り当ての例を見てみましょう。 

 

参加者の ペイン 

ボブ 1 

サリー 2 

アンディ 3 

マーク 4 

 

注：すべてのレイアウトで、最初のペインは、panelPlacementActiveSpeakerMode  パ

ラメーターの設定に応じて、アクティブなスピーカーまたは前のスピーカー用に予約され

ています。 
 

 

許可設定 

この設定では、最初のペインはアクティブ スピーカー用に予約され、アクティブ スピーカー
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を含むすべての参加者に同じビューが表示されます。 

panePlacementActiveSpeakerMode  が allowself に設定されていて、ボブがアクティブ スピー

カーである場合、すべての参加者のビューはこのように表示されます。 
 

サリーがアクティブ スピーカーである場合、すべての参加者のビューはこのように表示されます。 
 

 
suppressself 設定 

このオプションを使用すると、アクティブ スピーカーのビューが他の参加者のビューと異なる

表示になります。他の参加者のビューでは、アクティブなスピーカーが最初のペインに表示され

ます。アクティブ スピーカーのビューでは、前のスピーカーが最初のペインに表示されます。 

パラメーター panePlacementActiveSpeakerMode  が suppressself に設定されていて、ボブがス

ピーカーである場合、ボブのビューはこのように表示されます。 
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パラメーター panePlacementActiveSpeakerMode  が suppressself に設定されていて、ボブが

スピーカーである場合、他のすべての参加者のビューはこのように表示されます。 

 

 

 
 

アクティブ スピーカーがメイン ビデオおよびシングル スクリーン ビデオ エンドポイントのプ

レゼンテーションに対して有効になっている場合、アクティブ スピーカー ペインは常に行の

最初に表示されます。この時に、アクティブなスピーカーが最初の 5 つのペインのいずれか

に配置されている場合、アクティブなスピーカーは 2 回だけ表示されます。 

 

2.8.1 API の追加 

新しい panePlacementActiveSpeakerMode  API パラメーターを構成して、ペインの配置

でアクティブなスピーカーを有効にすることができます。このパラメーターは、次のメソ

ッドでサポートされています。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する GET 操作 

• /calls に対する POST 操作 

• /calls/<call id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id> に対する GET 操作 

コール レベルでのパラメータ設定は、coSpace レベルでの設定よりも優先されます。両方

のレベルで設定を解除すると、アクティブ スピーカーは無効になります。 
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パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

panePlacementActiveSpeakerMode allowself | 
suppressself | 
none 

• allowself - 参加者がアクティブな発言者であ
る場合、ペインの配置によって設定されたペ
インに参加者を表示することに加えて、最初
のペインに参加者を表示します。すべての参
加者に同じビューが表示されます。 

 

• suppressself - アクティブな発言者以外の他
のすべての参加者の最初のペインにアクティ
ブな発言者を表示します。アクティブなスピ
ーカーの場合、前のスピーカーが最初のペイ
ンに表示されます。 

• none - 機能は無効です。 

 

2.9 Web アプリ会議の参加者のロールを変更する 

Meeting Server には、会議参加者の役割が事前に設定されていません。管理者は、Meeting 

Management を使用して Meeting Server をプロビジョニングする際に、ロール名とそれに関連
する権限を定義します（詳細については、『管理者向け Meeting Management  ユーザガイド』
を参照してください）。ユーザには、会議への参加に使用するアクセス方法に基づいて、これら
のロールが割り当てられます。バージョン 3.3 では、Cisco Meeting Server Web アプリを介して
接続された会議参加者が、他の参加者のロールを変更できます。この機能は、coSpace 呼び出し
用の Web 管理 API 経由でもサポートされています。 

 

注：このリリースでは、この機能は、Web アプリおよび SIP/CE エンドポイントまたはクライ
アントから参加する参加者に対してのみサポートされています。Lync や Skype などの他のク
ライアントから参加した参加者の役割の変更はサポートされていません。 

 

 

注：ActiveControl が有効になっている Cisco エンドポイントは、通話中のロールの変更によ
ってビデオまたはビデオ + プレゼンテーションのアクセス許可を変更しません。これにより、
ビデオまたはビデオとプレゼンテーションが無効から有効に、またはその逆に変更される可能
性があります。たとえば、ビデオの許可が無効になっているゲストとして参加した参加者など
です。通話中に、ビデオの許可が有効になっているホストにロールが変更された場合、ビデオ
はエンドポイントで無効のままです。 

 

 

callLegProfiles、callLegs、および参加者にサポートされる新しい changeRoleAllowed  パラメ
ーターは、参加者が通話中の他の参加者の役割を変更できるかどうかを決定します。
changeRoleAllowed  の実効値は、コールレッグ プロファイルの階層の既存のルールに基づいて
計算され、階層のすべてのレベルで定義されていない場合、デフォルトで false になります。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-management/series.html
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2.9.1 使用可能なロール 

ウェブアプリでの場合 

イニシエータ（参加者のロールを変更する）には、以下に基づいて割り当て可能な特定の役割

があります。 

• アクセス方式の範囲 

• coSpace のメンバーシップ/所有権 

• イニシエータの参加者の初期ロール 

• ロールを変更中の対象参加者の現在のロール 

イニシエータの参加者は、次のものにアクセスできます。 

• イニシエータの参加者が coSpace の所有者である場合、スコープに関係なく coSpace 

のすべてのアクセス方式。 

• coSpace のすべてのパブリックおよびディレクトリ アクセス方式。 

• coSpace の所有者であるか、coSpace のメンバーである場合にのみ、メンバー スコ

ープを持つアクセス方式。 

• それらが coSpace の所有者である場合、またはその特定のアクセス方式を coSpace 

メンバーとして使用して参加している場合は、プライベート スコープのアクセス 方式。 

イニシエータの参加者が、任意のアクセス方式にアクセスできる場合、役割を元の状態に戻す

ことができれば、それを別の参加者に割り当てることができます。このルールの例外は、ロー

ル「スペースのデフォルト」です。イニシエータは、別の役割を持つ参加者に「スペースのデ

フォルト」のロールを割り当てることはできません。スペースのデフォルトのロールの詳細に

ついては、「スペースのデフォルトのロール」を参照してください。 

Web 管理者からの場合 

管理者ユーザは、/callLegs/<call leg id> で PUT を実行するときに accessMethod の値を指定

することにより、参加者またはコールレッグのオブジェクトのアクセス メソッドを変更でき

ます 。管理者ユーザは、coSpace で構成されたすべてのアクセス メソッドにアクセスでき、さ

らにアクセス メソッドを設定解除できます。つまり、値「」を指定します。これにより、アクセ

ス メソッドのコールレッグ プロファイルがオブジェクトのコールレッグ プロファイル階層から

削除され、アクセス方法の重要度の値の設定が解除されます。 
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2.9.2 特別なロール 

参加者のロールは、次のシナリオで「スペースのデフォルト」または「カスタム」として表示されます。 

2.9.2.1 スペースのデフォルトのロール 

会議が Meeting Management 管理者によって（管理者向けの Meeting Management ユーザー 

ガイドに記載されている手順を使用して）プロビジョニングされている場合、すべてのユーザ
またはアクセス方式に名前付きロールが割り当てられます。スペースが古い方法を使用して作
成された場合、ロールが「スペースのデフォルト」として表示される可能性があります。 

• coSpace に coSpace オブジェクトの callId/uri がある場合、Web アプリ スペース ポータルに
仮想アクセス方式「ロール 1」が作成されます。coSpace メンバーがこのロールを使用して通
話に参加すると、通話中のロールが「スペースのデフォルト」として表示されます。 

• この仮想アクセス方式がない場合、coSpace メンバーに Web アプリ スペース ポータル
から「スペース デフォルト」として割り当てられたインコール ロールがある場合、イン
コール ロールは「スペース デフォルト」として表示されます。 

• 通話中、[ロールの変更] メニューにオプションの 1 つとして [スペースのデフォルト] が表
示されません。参加者の役割が「スペースのデフォルト」から他の役割に変更された場合、
その役割を「スペースのデフォルト」に戻すことはできません。 

2.9.2.2 カスタム ロール 

coSpaceUser に設定された callLegprofile が、いずれかのアクセス方式または coSpace オブジェ
クトのコールレッグ プロファイルと一致しない場合、ロールは Web アプリで「カスタム」イン
コールとして表示されます。このロールは Web アプリでは変更できません。 

 
2.9.3 ロールと coSpace メンバーシップの割り当て 

2.9.3.1 メンバー 

ホストやゲストなどの名前のロールは、割り当てられた設定またはアクセス許可に対応します。
coSpace メンバーの場合、ロールは coSpace ユーザ コールレッグ プロファイルを変更するこ
とによって変更されます。 

アクセス方法が変更されていないため、ロール変更の結果が /callLegs/<call leg id> および 

/participants/<participant id> に対する GET 操作に反映されません。重要度の値も影響を受けません。 

2.9.3.2 他の参加者 

非 coSpace メンバーの場合、ロールは accessMethod を変更することによって変更されま
す。/callLegs/<call leg id> および /participants/<participant id> に対する GET 操作をする 

accessMethod パラメータの値はその変化を反映しています。さらに、アクセス方式のコール
レッグ プロファイルがコールレッグ プロファイル階層にプラグインされ、アクセス方式の重
要度の値が参加者にも適用されます。 
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2.9.4 API の追加 

新しい changeRoleAllowed  パラメーターが 3.3 で導入され、参加者が Web アプリの他の参
加者の役割を変更できるようになりました。このパラメーターは、次の API メソッドでサポー
トされています。 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する GET 操作 

• /callLegs/<call leg id> に対する PUT 操作 

• /callLegs/<call leg id> に対する GET 操作 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 

 

リクエストパラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

changeRoleAllowed true、false、または <unset> Web アプリの使用時に、参加者が通話で別の参加
者の役割を変更できるかどうかを決定します。こ
のパラメータには、コールレッグ プロファイルの
階層に関する通常のルールが適用されます。階層
のすべてのレベルで設定を解除すると、デフォル
トで false になります。 

 
参加者の役割の変更は、次の操作の accessMethod  パラメーターによって有効になります。 

• /callLegs/<call leg id> に対する PUT 操作 

 

リクエストパラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

accessMethod GUID | "" アクセス方式 GUID 

 
2.10 Web アプリからの会議のスケジューリング（ベータ サポート） 

バージョン 3.3 では、Web アプリで会議をスケジュールし、今後の会議を表示する機能が導入
されています。Web アプリのユーザは、会議をスケジュールしたり、スケジュールされた会議
を変更したり、電子メールで参加者に通知したりできます。スケジューラは、会議のスケジュ
ールを可能にする新しいコンポーネントであり、新しい scheduler  MMP コマンドによって
有効になります。スケジューラ コンポーネントは基本のマルチパーティ ライセンス（PMP Plus 

および SMP Plus）に含まれており、個別の機能ライセンスは必要ありません。 
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スケジューラ コンポーネントは、VM 展開上の Meeting Server 1000 および Meeting Server で
サポートされます。仕様ベースの VM プラットフォーム上の Meeting Server では、スケジュー
ラ コンポーネントを実行するために追加の 4 GB の RAM が必要です。Meeting Server 1000 に
は追加の RAM 要件はありません。 

このリリースでは、スケジューラに IPv6 はサポートされていません。 

 

注：シスコは、ベータ版（またはプレビュー）機能が将来完全にサポートされる機能になる
と保証していません。ベータ機能はフィードバックに基づいて変更される可能性があり、機能
は将来変更または削除される可能性があります。 

 

 
 

注：スケジューラ コンポーネントは、Meeting Server 2000 ではサポートされていません。
Meeting Server 2000 で実行される Call Bridge は展開でサポートされますが、スケジュー
ラ コンポーネントは Meeting Server 1000 または VM 上の Meeting Server で実行する必要
があります。 

 

 

スケジューラは、単一および定期的なインスタンスでの会議をサポートします。会議テンプ
レートに異なるロール（ホストとゲストなど）がある場合、参加者をこれらのロールに割り
当てることができます。Web アプリのユーザは、永続的なスペースまたは会議のために作成さ
れた一時的なスペースで会議をスケジュールできます。会議のスケジュール時に作成された一時
スペースは、スケジュールされた会議の終了から 24 時間後に、会議の繰り返しを考慮して、ス
ケジューラ コンポーネントによって削除されます。会議参加者またはスペース メンバーは、ス
ケジュールされた会議の時間外であっても、スペースの存続期間中いつでもこのスペースにダイ
ヤルインできます。Meeting Server は、スペースごとに複数の会議シリーズをサポートします。 

会議がスケジュールまたはキャンセルされたとき、または参加者のリストが変更されたときに、
電子メール通知が参加者に送信されます。スケジュールされた会議が更新されると、更新され
た招待状は、スケジューラに含まれる招待者にのみ送信されます。 

 

注：電子メールは、構成を必要としない会議主催者の送信元アドレスを使用して送信されます。
SMTP サーバーによる認証では、MMP コマンド scheduler email username <smtp user-

name> を使用して電子メール アドレスを構成する必要があります。MMP で構成されたこのアカ
ウントには、Web アプリ ユーザの代わりに電子メールを送信できる適切な権限が必要です。 

 

 

会議への招待メールは、次の内容で構成されます。 

• Call Bridge への API 呼び出しを使用してスケジューラによって取得される会議参加情
報。この情報は、電子メールの本文に記載されます。 

• 電子メールに添付された業界標準の iCalendar（.ics）ファイルでの会議の詳細。ICS フ
ァイルは、参加者が自分のカレンダーに保存できます。 



2 バージョン 3.3 の新機能と変更点 

Cisco Meeting Server リリース 3.3.3: リリースノート 25 

 

 

 

招待テキストのカスタマイズの詳細については、『Cisco Meeting Server カスタマイズ 

ガイドライン』を参照してください。 

 

注：そのスペースでスケジュールされた会議に影響を与える可能性のある変更が coSpace に
あり、これらの変更が API を介して行われた場合、スケジューラはこれらの変更を認識しな
い可能性があります。このような場合、Scheduler の refreshEmails API を介して電子メール招待
状を更新するのは API ユーザの責任です。API の追加を参照してください。 

 

 

Web アプリのユーザは、スケジュールされた会議に 2 種類の参加者を招待できます。 

1. Web アプリの参加者：Web アプリのユーザが Web アプリにサインインすると、スケ
ジュールされた会議が表示されます。ユーザの電子メールがあれば、電子メールの招待
状が送信されますアドレスは、Call Bridge LDAP 同期中に正常にインポートされました。 

2. 参加者への電子メール：たとえば、Web アプリ アカウントを持っていない人を招待す
るために、電子メール アドレスを指定できます。この場合、招待メールが送信されます。 

スケジューラは、新しい時間の提案をサポートせず、招待の受諾または拒否を追跡しませ
ん。Web アプリからスケジューラを使用する方法の詳細については、Cisco Meeting 

Server Web アプリの重要な情報を参照してください。 

 

2.10.1 Web スケジューラのデプロイメントの概要 

スケジューラは、Meeting Server MMP を使用して新しいコンポーネントとして導入されます。
スケジューラが有効になっている場合は、ループバック インターフェイスを介して Call Bridge 

に API 要求を行います。したがって、スケジューラは、Call Bridge もホストしている Meeting 

Server に展開する必要があります。リモート Call Bridge を使用するようにスケジューラを設定
することはできません。 

設定された Web ブリッジのリストは、Call Bridge API を使用してスケジューラによって取得され
ます。永続的な C2W 接続は、Call Bridge が各 Web Bridge への C2W 接続を確立する方法と同様
に、各 Web Bridge に確立されます。スケジューラと Call Bridge 間の接続を有効にするために明示
的な設定は必要ありません。これは、ループバック インターフェイスを介して自動的に行われる
ためです。同様に、C2W 接続はすべて自動ですが、スケジューラと Web ブリッジの間に信頼バ
ンドルを構成する必要があります。 

 

注：スケジューラは、クラスタ内のすべての Web ブリッジへの C2W 接続を確立できる必要
があります。 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-release-notes-list.html
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すべての Call Bridge と一緒にスケジューラを展開する必要はありません。1 つのスケジュー

ラで 150,000 の会議、Meeting Server 1000 のスケジューラをサポートし、VM 展開の 

Meeting Server は150,000 の会議をサポートし、Meeting Server 2000 のスケジューラは 

200,000 の会議をサポートします。レジリエンスを提供するために 2 つまたは 3 つのスケジ

ューラを追加できますが、キャパシティは 150,000 のスケジュールされた会議のままです。ス

ケジュールされた会議データは Meeting Server データベースに保存され、クラスタ化されたデ

ータベースとシングル ボックス データベースの両方の展開がサポートされています。 

Call Bridge は、スケジューラからの API リクエストをユーザ「スケジューラ」としてログに記録する

場合があります。これはログ記録のみを目的としており、実際のアカウントではありません。ビルト

イン アカウントはなく、スケジューラ ユーザは明示的にアカウントを作成する必要はありません。ス

ケジューラは、ループバック インターフェイス経由で Call Bridge API を使用し、API コマンドを発行

する信頼できるソースとして自動的に使用されます。 

 

2.10.2 Web アプリ UI のスケジューラ 

• 少なくとも 1 人のスケジューラが Web Bridge への接続を確立している場合、会議をス

ケジュールするためのユーザーインターフェイスが Web アプリ ユーザに表示されます。

スケジューラが有効になっていない場合、Web アプリのユーザには、会議をスケジュ

ールするためのユーザインターフェイスが表示されません。 
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• 管理者が Call Bridge/Web Bridges API を介して Web ブリッジを追加、削除、または変
更しても、スケジューラはそれらの変更を自動的に認識しません。したがって、スケジュ
ーラを再起動する必要があります。同様に、スケジューラが無効になっている場合、Web 

ブリッジは、スケジューラが予期しない理由で停止するのではなく、意図的に無効にされ
ていることを認識しません。スケジューラが管理者によって意図的に無効にされている場
合は、Web ブリッジを再起動して、スケジューリング ユーザーインターフェイスが表示さ
れないようにすることをお勧めします。 

• スケジューラが無効になっている、またはその他の問題が原因でダウンしている場合、Web 

Bridge は別のスケジューラを使用します（使用可能な場合）。そうしないと、Web アプリ
のユーザにエラーが表示されます。 

 
2.10.3 スケジューラの導入 

スケジューラと Call Bridge 間の接続を有効にするために、明示的な設定は必要ありません。
これは、ループバック インターフェイスを介して自動的に行われます。同様に、C2W 接続
はすべて自動ですが、スケジューラと Web ブリッジ間でトラスト バンドルを構成する必要
があります。 

1. C2W 信頼を構成する 

C2W は、スケジューラから各 Web Bridge に確立される TLS ベースの WebSocket 接続
です。各スケジューラは、クラスタ内の各 Web Bridge に接続できる必要があります。ス
ケジューラには、この接続に使用するクライアント証明書とキーの構成が必要です。これを
行うには、証明書を作成し、それを SFTP 経由で Meeting Server にアップロードするか、
pki MMP コマンドを使用して証明書を作成します。 

証明書を使用するようにスケジューラを構成する 

scheduler c2w certs <key-file> <crt-fullchain-file> 

例： 

scheduler c2w certs scheduler_c2w.key scheduler.cer 

スケジューラは、接続先の各 Web Bridge を信頼できる必要があります。SFTP 経
由で、各 Web Bridge 証明書を含むトラスト バンドルをアップロードします。 

コマンドを使用してスケジューラを設定する 

scheduler c2w trust webbridge_bundle.cer 

Web Bridge がスケジューラを信頼できることも必要です。したがって、次のコマンド
を使用して構成されたバンドルにスケジューラ証明書を含めることが重要です。  

webbridge3 c2w trust <crt-bundle> 

スケジューラと Call Bridge の両方に必要なすべての証明書は、<crt-bundle> に含まれます。 
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2. （オプション）スケジューラの HTTPS インターフェースを構成する。 

スケジューラには独自の HTTPS インターフェイスがあり、これを有効にすると、スケジ
ューラ API を使用してスケジューラ会議を構成するために使用できます。ただし、Web 

Bridge は、管理 API を使用してスケジューラと通信しません。HTTPS サーバーを有効に
することは必須ではありませんが、診断およびトラブルシューティング機能を提供する
ため、有効にすることをお勧めします。 

次のコマンドを使用して、HTTPS サーバーがリッスンするインターフェイスを構成します。 

scheduler https listen <interface> <port> 

例： 

scheduler https listen a 8443 

次のコマンドを使用して、サーバーの証明書キー ペアを構成します。

scheduler https certs<key-file><crt-fullchain-file>

例： 

scheduler https certs scheduler_https.key scheduler_https.cer 

3. （オプション）電子メール サーバ を設定する。 

電子メール サーバーの構成と電子メール構成のタイプの詳細については、『インストー
ル ガイド』を参照してください。 

サーバー アドレスとポートの構成、電子メール プロトコルの有効化、および認証用のユ
ーザー名の構成は、次のスケジューラ MMP コマンドを介して指定されます。 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

scheduler email server none 

scheduler email username <smtp username> 

scheduler email protocol <smtp|smtps> 

scheduler email auth <enable|disable> 

scheduler email starttls <enable|disable> 

サーバー アドレスが設定されていない場合、電子メールはスケジューラで設定されませ
ん。スケジューラが電子メール招待を送信するには、少なくとも 1 つの電子メール サー
バーを設定する必要があります。電子メールは、会議のスケジュールに使用されたスケ
ジューラからではなく、任意のスケジューラから送信できます。電子メール サーバーが
ダウンすると、別のスケジューラが電子メールを送信します。 

4. 電子メール サーバーを構成した後、次のコマンドを使用してスケジューラを有効にします。 

scheduler enable 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-guides-list.html
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1 cms> scheduler status 
2 Status: enabled 
3 Running 
4 Database responsive at start 
5 HTTPS configured 
6 C2W configured 
7 Email server configured 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
36 
29 
30 

Scheduler application status: 
{ 

"status": "UP", 
"components": 
{ "c2w": { 

"status": "UP", 
"details": { 

"guid": "dc06c10f-a220-42d8-b4eb-f9be3d07faf4", 
"webbridges": "webbridge1.mycompany.com:4443:CONNECTED, 

webbridge1.mycompany.com:8443:CONNECTED, 
webbridge3.mycompany.com:8443:CONNECTED" 

} 
}, 
"db": { 

"status": "UP" 
}, 
"mail": { 

"status": "UP", 
"details": { 

"location": "smtp.mycompany.com:25" 
} 

}, 
"ping": { 

"status": "UP" 

5. 次のコマンドを使用して、サービスの構成とステータスをチェックします。 

scheduler status 

正常に動作した構成のサンプル出力： 

 
 

2.10.4 電子メール サーバの設定 

スケジューラは、次のタイプの電子メール設定をサポートしています。 

1. SMTP 

2. 認証済みログインによる SMTP（認証ログイン） 

3. SMTP と STARTTLS 

4. 認証ログインと STARTTLS を使用した SMTP 

31 
32 
33 

} 
} 

} 
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5. SMTPS（SMTP トランザクション全体のエンドツーエンドの TLS 暗号化） 

6. 認証ログインによる SMTPS 

 

注：電子メールは、構成を必要としない会議主催者の送信元アドレスを使用して送信されます。

SMTP サーバーによる認証では、MMP コマンド scheduler email username <smtp user-

name> を使用して電子メール アドレスを構成する必要があります。MMP で構成されたこのアカ

ウントには、Web アプリ ユーザの代わりに電子メールを送信できる適切な権限が必要です。 
 

 

電子メール招待の配信に失敗した場合、スケジューラは定期的に送信を再試行します。スケジ

ューラの電子メール キュー クリーナーは、特定の有効期限後に、キューに入れられた失敗し

た電子メールをクリーンアップします。 

2.10.4.1 スケジューラ SMTP を使用した電子メール構成 

スケジューラが SMTP 経由で電子メール通知を送信できるようにするには、電子メール サー

バーが SMTP プロトコルの指定されたポートでリッスンするように構成します。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 

2. 電子メール サーバおよびポートの設定 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

3. スケジューラの有効化 

scheduler enable 

 

2.10.4.2 認証ログイン設定を使用したスケジューラ SMTP 

スケジューラが認証ログインを使用して SMTP 経由で電子メール通知を送信できるようにする

には、電子メール サーバーが SMTP プロトコルの指定されたポートでリッスンするように構

成し、SMTP サーバーが認証ログインをサポートできるようにし、認証用のユーザ アカウント

を構成します。MMP で構成されたこのアカウントには、Web アプリ ユーザの代わりに電子メー

ルを送信できる適切な権限が必要です。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 
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2. 電子メール サーバおよびポートの設定 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

3. 認証ログイン オプションを有効にします。 

scheduler email auth enable 

4. 認証に使用するユーザー名を設定： 

scheduler email username <username>

パスワードを入力： 

scheduler email username test@test.com 

パスワードを入力してください。 

パスワードを再度入力してください。 

5. スケジューラの有効化 

scheduler enable 

2.10.4.3 スケジューラの SMTP および STARTTLS 構成 

スケジューラが SMTP および STARTTLS 経由で電子メール通知を送信できるようにするには、
電子メール サーバーが SMTP プロトコルの指定されたポートでリッスンするように構成し、
STARTTLS を有効にします。 

TLS 接続を確立するために、TLS ハンドシェイクには、電子メール サーバーとスケジューラ間
の証明書交換が含まれます。デフォルトでは、スケジューラはすべての証明書を信頼するように
設定されており、電子メール サーバーからの証明書をすべて受け入れることで、TLS 接続が正常
に確立されます。ただし、スケジューラには、特定の証明書を構成するための追加オプションが
あります。このモードでは、スケジューラは構成済みの証明書のみを受け入れて信頼します。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 

2. 電子メール サーバおよびポートの設定 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

mailto:test@test.com
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3. STARTTLS オプションを有効にします。 

scheduler email starttls enable 

4. 特定の証明書を使用するには、最初に証明書をインポートして、SFTP 経由で Meeting 

Server VM にアップロードします。次に、次のコマンドを実行して証明書を構成します。 

scheduler email trust <cert or bundle name> 

構成された証明書は有効な証明書である必要があります。たとえば、共通の名前または 

SAN 名が電子メール サーバーの FQDN と一致している必要があり、証明書が期限切れにな
っていない必要があります。同様に、証明書が認証局によって発行されている場合、または
チェーンに中間証明書がある場合は、ルート CA 証明書を構成するか、ルート証明書、中間
証明書 1、中間証明書 2 以降をこの順序で含む証明書バンドルを構成します。 

5. スケジューラ コンポーネントを有効にします。 

scheduler enable 

2.10.4.4 STARTTLS 構成を介した認証ログインを使用したスケジューラ SMTP 

スケジューラが認証ログインと STARTTLS を使用して SMTP 経由で電子メール通知を送信で
きるようにするには、電子メール サーバーが SMTP プロトコルの指定されたポートでリッスン
するように構成します。さらに、SMTP サーバーが認証ログインをサポートできるようにし、
認証に使用されるユーザー アカウントを構成し、STARTTLS を有効にします。 

TLS 接続を確立するために、TLS ハンドシェイクには、電子メール サーバーとスケジューラ間
の証明書交換が含まれます。デフォルトでは、スケジューラはすべての証明書を信頼するように
設定されており、電子メール サーバーからの証明書をすべて受け入れることで、TLS 接続が正
常に確立されます。ただし、スケジューラには、特定の証明書を構成するための追加オプション
があります。このモードでは、スケジューラは構成済みの証明書のみを受け入れて信頼します。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 

2. 指定された電子メール サーバーとポートを構成します。 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

3. 認証ログイン オプションを有効にします。 

scheduler email auth enable 

4. 認証に使用するユーザー名を設定します。 
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scheduler email username <username> 

Enter the password: 

scheduler email username test@test.com 

パスワードを入力してください。 

パスワードを再度入力してください。 

5. STARTTLS オプションを有効にします。 

scheduler email starttls enable 

6. 特定の証明書を使用するには、最初に証明書をインポートして、SFTP 経由で Meeting 

Server VM にアップロードします。次に、次のコマンドを実行して証明書を構成します。 

scheduler email trust <cert or bundle name> 

構成された証明書は有効な証明書である必要があります。たとえば、共通の名前または 

SAN 名が電子メール サーバーの FQDN と一致している必要があり、証明書が期限切れにな
っていない必要があります。同様に、証明書が認証局によって発行されている場合、または
チェーンに中間証明書がある場合は、ルート CA 証明書を構成するか、ルート証明書、中間
証明書 1、中間証明書 2 以降をこの順序で含む証明書バンドルを構成します。 

7. スケジューラ コンポーネントを有効にします。 

scheduler enable 

2.10.4.5 スケジューラの SMTPS 構成 

スケジューラが SMTPS 経由で電子メール通知を送信できるようにするには、特定のポートで
エンド ツー エンドの SMTP 暗号化をサポートするように電子メール サーバーを構成します。 

TLS 接続を確立するために、TLS ハンドシェイクには、電子メール サーバーとスケジューラ間
の証明書交換が含まれます。デフォルトでは、スケジューラはすべての証明書を信頼するように
設定されており、電子メール サーバーからの証明書をすべて受け入れることで、TLS 接続が正
常に確立されます。ただし、スケジューラには、特定の証明書を構成するための追加オプション
があります。このモードでは、スケジューラは構成済みの証明書のみを受け入れて信頼します。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 

2. 指定された電子メール サーバーとポートを構成します。 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

3. 電子メール プロトコルを SMTPS に設定します。 

scheduler email protcol smtps 

mailto:test@test.com
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4. 特定の証明書を使用するには、最初に証明書をインポートして、SFTP 経由で Meeting 

Server VM にアップロードします。次に、次のコマンドを実行して証明書を構成します。 

scheduler email trust <cert or bundle name> 

構成された証明書は有効な証明書である必要があります。たとえば、共通の名前または 

SAN 名が電子メール サーバーの FQDN と一致している必要があり、証明書が期限切れにな
っていない必要があります。同様に、証明書が認証局によって発行されている場合、または
チェーンに中間証明書がある場合は、ルート CA 証明書を構成するか、ルート証明書、中間
証明書 1、中間証明書 2 以降をこの順序で含む証明書バンドルを構成します。 

5. スケジューラ コンポーネントを有効にして、SMTPS を使用して電子メール構成を完了します。 

scheduler enable 

2.10.4.6 認証ログイン構成を使用したスケジューラ SMTPS 

スケジューラが認証ログインを使用して SMTPS 経由で電子メール通知を送信できるようにす
るには、特定のポートでエンド ツー エンドの SMTP 暗号化をサポートするように電子メール 

サーバーを構成します。さらに、SMTPS サーバーが認証ログインをサポートできるようにし、
認証に使用されるユーザ アカウントを構成します。 

TLS 接続を確立するために、TLS ハンドシェイクには、電子メール サーバーとスケジューラ間
の証明書交換が含まれます。デフォルトでは、スケジューラはすべての証明書を信頼するように
設定されており、電子メール サーバーからの証明書をすべて受け入れることで、TLS 接続が正
常に確立されます。ただし、スケジューラには、特定の証明書を構成するための追加オプション
があります。このモードでは、スケジューラは構成済みの証明書のみを受け入れて信頼します。 

1. 現在実行中の場合は、スケジューラ コンポーネントを無効にします。 

scheduler disable 

2. 指定された電子メール サーバーとポートを構成します。 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

例 

scheduler email server exchange.example.com 25 

scheduler email server 10.27.33.55 25 

3. 認証ログイン オプションを有効にします。 

scheduler email auth enable 

4. 認証に使用されるユーザのユーザー名を設定します。 

scheduler email username <username> 

Enter the password: 

scheduler email username test@test.com  

パスワードを入力してください。 
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パスワードを再度入力してください。 

5. 電子メール プロトコルを SMTPS に設定します。 

scheduler email protcol smtps 

6. 特定の証明書を使用するには、最初に証明書をインポートして、SFTP 経由で Meeting Server 

VM にアップロードします。次に、次のコマンドを実行して証明書を構成します。 

scheduler email trust <cert or bundle name> 

構成された証明書は有効な証明書である必要があります。たとえば、共通の名前または 

SAN 名が電子メール サーバーの FQDN と一致している必要があり、証明書が期限切れにな
っていない必要があります。同様に、証明書が認証局によって発行されている場合、または
チェーンに中間証明書がある場合は、ルート CA 証明書を構成するか、ルート証明書、中間
証明書 1、中間証明書 2 以降をこの順序で含む証明書バンドルを構成します。 

7. スケジューラ コンポーネントを有効にして、認証ログインで SMTPS を使用して電子メ
ール設定を完了します。 

scheduler enable 

 

2.10.5 スケジューラの詳細ロギング 

スケジューラは、スケジューラ timedLogging MMP コマンドを使用して、Web Bridge 接
続、電子メール通知、および API の詳細ログを有効にするオプションをサポートしています。 

timedLogging が有効になっていない場合、Meeting Server は次の出力を表示します。 

cms-vm> scheduler timedLogging 

{ 

"webBridge": "0", 

"api": "0", 

"email": "0" 

} 

timedLogging オプションのいずれかを有効にするには、次のコマンドを使用します。 

scheduler timedLogging (webBridge|api|email) <time> 

例 

cms-vm> scheduler timedLogging webBridge 600 

SUCCESS 

時間変数は秒単位で表され、設定された期間の timedLogging を有効にします。 

cms-vm> scheduler timedLogging 

{ 

"webBridge": "594", 
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"api": "0", 

"email": "0" 

} 

設定された期間が終了するか、特定の調査またはトラブルシューティングの手順が完了したら、
SFTP を使用してログ ファイルをダウンロードします。 

 

2.10.6 API の追加 

スケジューラは、バージョン 3.3 で新しい API ノードを導入します。Meeting Server 管理 API イン
ターフェイスは、スケジューラ API をサポートしていません。スケジューラには独自の HTTPS イン
ターフェイスがあり、これを有効にすると、スケジューラ API を使用してスケジューラ会議を構成す
るために使用できます。 

新しいノードは、新しいコマンド scheduler https listen <interface> <port> で
指定されたアドレスで使用でき、 https://hostname:port/api/v1/scheduler のプレフ
ィックスが付きます。  

例 

https://hostname:port/api/v1/scheduler/health または 

https://hostname:port/api/v1/scheduler/meetings 

スケジューラ API ノードは次のとおりです。 

• /health 

• /meetings 

• /meetings/<meeting id> 

• /meetings/<meeting id>/participants 

• /meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence id> 

• /meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence id>/participants 

• /meetings/<meeting ID>/refreshEmails 

• /meetings/<meeting ID>/recurrences/<recurrence id>/refreshEmails 

• /timedLogging 
 

2.10.6.1 スケジューラ API メッセージ形式 

API 操作の場合、スケジューラのメッセージ本文は JSON 形式を使用します。

次の例を参考にしてください。 

/timedLogging での POST 操作 

{ 

"email":  1000 

} 
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2.10.6.2 サービス正常性ステータスの取得 

サービス正常性ステータスの取得は、次のメソッドを使用して API ノード /health  によってサポートされ

ています。 

• /health に対する GET 操作 

 

要求要素 タイプ/値 説明/注意事項 

status 文字列 サービス正常性ステータス全体 

component 配列 応答要素 タイプ/値 説明/注意事項

db： 

status 文字列 UP または DOWN 

mail： 

status 文字列 UP または DOWN 

details オブジェクト サーバーのアドレスとポート。 

cmsWebScheduler： 

status  文字列 UP または DOWN 

details オブジェクト c2w 接続でスケジューラの ID 

として使用される guid。 

ping： 

status 文字列 UP または DOWN 

 

2.10.6.3 coSpace での会議の作成、変更、および削除 

• /scheduler/meetings に対する POST 操作  

• /scheduler/meetings に対する GET 操作 

• /scheduler/meetings に対する DELETE 操作 

会議の作成は、次のパラメータを使用した /scheduler/meetings  に対するの POST 操作によって

サポートされています。 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace* ID coSpace ID。 

organizerEmail string 会議主催者のメール。 

organizerUserName string 会議主催者の userName。 

summary string 会議の概要、最大長 50。 
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パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

isSchedulerSpaceOwner true | false スケジューラ コンポーネントが coSpace の有効期間を管理

する場合は true。 

 
 

注：true に設定すると、スケジュール担当者は会議/一連の会議

の終了から約 24 時間後に coSpace を削除します。 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議である場合は true。dtEnd または 

isFullDayMeeting のいずれかが必要です。 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。例：

2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが必要です。 

dtStart* string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

rrule string 定期的な会議の頻度。 

例：FREQ=YEARLY; BYMONTH=10; BYDAY=- 

1SU;UNTIL=20301105T082754Z 

participants Array 参加者オブジェクトの一覧。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」になります。 

 

会議の開催の取得は、次の要求パラメーターを使用した /scheduler/meetings に対する GET 

操作によってサポートされています。 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

email string  電子メール認証を含む

ユーザの電子メール。 

userName string 会議参加者の 

userName. 

accessMethod ID accessMethod ID。指定

しない場合、招待には 

cospace レベルの参加情

報が使用されます。 
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パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace ID coSpace ID。 

maxMeetings 数字 取得する会議の最大数。最初の n 回の会議（fromTime 

の後）を、startDate の昇順で返します。 

最小値は 1 で、デフォルトは 5 です。 

fromTime string ISO 8601 フルタイム形式の会議終了日に対して計算さ

れます。例：2021-01-30T08:30:00Z。設定されていな

い場合、デフォルトで現在の時刻になります。 

untilTime string ISO 8601 フルタイム形式の会議開始日に対して計算さ

れます。例：2021-01-30T08:30:00Z。 

設定されていない場合、untilTime に上限はありません。 

userName string organizerUserName または参加者の userName。 

/scheduler/meetings  に対する GET 操作の応答要素は会議のリストであり、各会議には次

のパラメーターを含めることができます。 

 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace ID coSpace ID。 

summary string 会議のタイトル 

dtStart string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返さ
れます。 

meeting ID 会議 ID。 

isSchedulerSpaceOwner true | false スケジューラ コンポーネントが coSpace の有効
期間を管理する場合は true。 

 
 

注：true に設定すると、スケジュール担当者は会議

/一連の会議の終了から約 24 時間後に coSpace を

削除します。

 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議の場合は true。 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返さ

れます。 
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応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

rrule string 定期的な会議の頻度。 

例：FREQ=YEARLY;  BYMONTH=10; BYDAY=- 1SU; 

UNTIL=20301105T082754Z 

organizerEmail string 会議主催者のメール。 

organizerUserName string 会議主催者の userName 

participantCount 数字 会議に招待された参加者の数。 

recurrence string ISO 8601 のフルタイム形式での定例会議の最初の

発生時刻。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」になります。 

 

coSpace での会議の削除は、/scheduler/meetings  に対する DELETE 操作によってサポート

されています。coSpace パラメータ。 

 

要求要素 タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace* string coSpace ID、GUID 検証付き、長さ 36 

2.10.6.4 個々の会議の取得、変更、または削除 

個別の会議に関する情報の取得は、上の GET 操作によってサポートされています。 

/scheduler/meetings/<meeting id>  および次のパラメータを返すことができます。 

 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace ID coSpace ID。 

summary string 会議のタイトル 

dtStart string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。例：2021-

01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返されます。 

meeting ID 会議 ID。 
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応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

isSchedulerSpaceOwner true | false スケジューラ コンポーネントが coSpace の有効

期間を管理する場合は true。 
 

 

注：true に設定すると、スケジュール担当者は会議

/一連の会議の終了から約 24 時間後に coSpace を

削除します。 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議の場合は true。 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返さ

れます。 

rrule string 定期的な会議の頻度。 

例：FREQ=YEARLY;  BYMONTH=10; BYDAY=- 1SU; 

UNTIL=20301105T082754Z 

organizerEmail string 会議主催者のメール。 

organizerUserName string 会議主催者の userName 

participantCount 数字 会議に招待された参加者の数。 

recurrence string ISO 8601 のフルタイム形式での定例会議の最初の

発生時刻。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」になります。 

個々の会議の変更は、/scheduler/meetings/<meetingId> に対する PUT 操作でサポートされています。 

次のパラメータを使用します。 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace ID coSpace ID。 

organizerEmail string 会議主催者のメール。 

organizerUserName string 会議主催者の userName。 

summary string 会議のタイトル 

isSchedulerSpaceOwner true | false スケジューラ コンポーネントが coSpace の有効期間を管理

する場合は true。 

 
 

注：true に設定すると、スケジュール担当者は会議/一連の会議

の終了から約 24 時間後に coSpace を削除します。
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パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議の場合は true。 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返されます。 

dtStart string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返されます。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」になります。 

rrule string 定期的な会議の頻度。 

例：FREQ=YEARLY; BYMONTH=10; BYDAY=-1SU; 

UNTIL=20301105T082754Z 

participants Array 参加者オブジェクトの一覧。 

 

 会議インスタンスの削除は、/scheduler/meetings/<meeting Id> に対する DELETE 操作によ

ってサポートされています。 
 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

meetingId ID 削除する会議の会議 ID。 

 
 

2.10.6.5 会議の参加者リストの変更または取得 

会議の参加者の取得は、/scheduler/meetings/<meetingId>/participants に対する GET 

操作でサポートされており、各参加者は 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

email string 電子メール認証を含む

ユーザの電子メール。 

userName string 会議参加者の userName. 

accessMethod ID accessMethod ID。指定

しない場合、招待には 

Cospace レベルの参加

情報が使用されます。 
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次のオブジェクトを含むことができます。 
 

要求要素 タイプ/値 説明/注意事項 

参加者 配列 参加者オブジェクトの一覧。 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

email string ユーザの電子メールと電子

  メール認証。 

userName string 会議参加者の userName。

accessMethod  ID accessMethod ID。指定しない場 

  合、Cospace レベルの参加情報が 

  招待に使用されます。 

会議または一連の会議の参加者の変更は、次のパラメータの

/scheduler/meetings/<meetingId>/participants に対する PUT 操作によってサポートさ

れています。 
 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

newParticipants 配列 招待リストに追加される参加者。 

 

email string ユーザの電子メールと

  電子メール認証。 

userName string 会議参加者の 

userName。 

accessMethod ID accessMethod ID。指定

しない場合、招待には 

Cospace レベルの参加

情報が使用されます。 

deletedEmailParticipants array または strings これらの電子メール アドレスを持つ参加者は、招待リストか

ら削除されます。 

deletedUserParticipants array または strings これらのユーザー名を持つ参加者は、招待リストから削除さ

れます。 

 

2.10.6.6 会議のオカレンスの作成、変更、および削除 

会議のオカレンスの取得は、 /scheduler/meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence 

id>  に対する GET 操作によってサポートされており、次の値を返します。 
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応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

coSpace ID coSpace ID。 

summary string 会議のタイトル 

dtStart string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返されます。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」 

会議 ID 会議 ID。 

isSchedulerSpaceOwner true | false スケジューラ コンポーネントが coSpace の有効期

間を管理する場合は true。 
 

 

注：true に設定すると、スケジュール担当者は会議/

一連の会議の終了から約 24 時間後に coSpace を削
除します。 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議の場合は true。 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが返されます。 

rrule string 定期的な会議の頻度。 

例：FREQ=YEARLY; BYMONTH=10; BYDAY=- 1SU; 

UNTIL=20301105T082754Z 

organizerEmail string 会議主催者のメール。 

organizerUserName string 会議主催者の userName。 

participantCount 整数 会議に招待された参加者の数。 

isCancelled true | false 会議がキャンセルされた場合は true。 

会議の開催の変更は、/scheduler/meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence id>  

に対する PUT 操作と次のパラメータでサポートされています。 

 

リクエストパラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

summary string 会議のタイトル 
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リクエストパラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

isFullDayMeeting true | false 会議が終日会議の場合は true。 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが必要です。 

dtStart string LocalDateTime フルタイム形式の会議開始日。 

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd string LocalDateTime フルタイム形式の会議終了日。

例：2021-01-30T08:30:00.000 

dtEnd または isFullDayMeeting のいずれかが必要です。 

timeZone string dtStart および dtEnd 要素に対応する領域または場所。 

例：「ヨーロッパ/ロンドン」 

指定しない場合、デフォルトは「UTC」になります。 

participants Array 参加者オブジェクトの一覧。 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

email string 電子メール認証を含む

ユーザの電子メール。 

userName string 会議参加者のユーザー名。 

accessMethod ID accessMethod ID。指定しな

い場合、招待には Cospace 

レベルの参加情報が使用さ

れます。 

isCancelled true | false 会議がキャンセルされたかどうかを示します。true に設定すると、

繰り返し ID によって会議インスタンスがキャンセルされます。 

 
 

2.10.6.7 会議オカレンスの参加者の取得または変更 

会議の参加者リストの取得は、/scheduler/meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence 

id>/participant に対する GET 操作と次のパラメータでサポートされています 
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要求要素 タイプ/値 説明/注意事項 

participants Array 参加者オブジェクトの一覧。 

   

email string 電子メール検証が行われたユー

ザの電子メール。 

userName string 会議参加者の userName。 

accessMethod ID accessMethod ID。指定しない場

合、招待には coSpace レベルの

参加情報が使用されます。 
 

 

会議の参加者の変更は、/scheduler/meetings/<meeting id>/recurrences/<recurrence 

id>/participants に対する PUT 操作と次のパラメータでサポートされています。 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

newParticipants Array 招待リストに追加される参加者。 

   

email string 電子メール検証が行われたユ

ーザの電子メール。 

userName string 会議参加者の userName。 

accessMethod ID accessMethod ID。指定しない

場合、招待には coSpace レベ

ルの参加情報が使用されます。 
 

deletedEmailParticipants array または strings これらの電子メール アドレスを持つ参加者は、招待リストから

削除されます。 

deletedUserParticipants array または strings これらのユーザー名を持つ参加者は、招待リストから削除され

ます。 

2.10.6.8 coSpace の電子メールの更新 

coSpace の電子メールの更新は、以下によってサポートされています。 

/scheduler/meetings/refresh?coSpace=<coSpace id> に対する POST 操作 
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パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

meeting* ID 会議 ID。 

 

2.10.6.9 単一の会議および一連の会議全体の電子メールの更新 

会議の電子メールの更新は、以下によってサポートされています。 

/scheduler/meetings/<meeting ID>/refreshEmails に対する PUT 操作 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

meeting* ID 会議 ID。 

一連の会議からの 1 回の会議の定期的な電子メールの更新は、次の方法でサポートされていま

す。/scheduler/meetings/<meeting ID>/recurrences/<recurrence id>/refreshEmails 

に対する PUT 操作 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

meeting* ID 会議 ID。 

reccurence* string LocalDateTime フルタイム形式の単一インスタン

スの ID。 

例：2021-01-30T08:30:00Z 

 

 

2.10.6.10 時間指定ログ情報の変更と取得 

この機能では、新しい API ノード /scheduler/timedLogging  を導入して、次の操作をサ

ポートします。 

• /scheduler/timedLogging に 対する PUT 操作 

• /scheduler/timedLogging に 対する GET 操作 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

webBridge 数字 詳細な Web Bridge ロギングを有効にする必要がある

残り時間（秒） 

api 数字 HTTPS サイド ロギングの残り時間（秒）。 

email 数字 電子メール ロギングの残り時間（秒）。 

 



2 バージョン 3.3 の新機能と変更点 

Cisco Meeting Server リリース 3.3.3: リリースノート 48 

 

 

2.10.7 MMP の追加 

help scheduler コマンドの出力は次のとおりです。 

cms> help scheduler 

scheduler 

scheduler https listen <interface> <port> 

scheduler https listen none 

scheduler https certs <key-file> <crt-fullchain- 

file> 

scheduler https certs none 

scheduler c2w certs <key-file> <crt-fullchain-file> 

scheduler c2w certs none 

scheduler c2w trust <crt-bundle> 

scheduler c2w trust none 

scheduler email server <hostname|address> <port> 

scheduler email server none 

scheduler email username <smtp username> 

scheduler email remove username 

scheduler email protocol <smtp|smtps> 

scheduler email auth <enable|disable> 

scheduler email starttls <enable|disable> 

scheduler email trust <bundle> 

scheduler email trust none 

scheduler timedLogging get 

scheduler timedLogging put <webBridge> <api> <email> 

scheduler enable 

scheduler disable 

scheduler restart 

scheduler status 

電子メール サーバーの構成の詳細は、以下にリストされている新しいスケジューラ 

MMP コマンドを介して提供されます。 

 

コマンド/例 説明/注意事項 

scheduler 

scheduler status 

スケジューラの現在のステータスを表示 

scheduler (enable | disable) スケジューラを有効または無効にします。 

scheduler restart スケジューラを再起動します。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

scheduler https listen <interface> 

<port> 
スケジューラが リッスンする interface:port ペアを設定します。 

scheduler https listen none スケジューラの管理 API インターフェイスを無効にします。 

scheduler https certs <key-file> 

<crt-fullchain-file> 
管理 API で使用されるサーバー証明書だけでなく、アウト

バウンド接続を行うときに使用される証明書も構成しま

す。たとえば、c2w リンクまたは Call Bridge への API 呼び

出しです。 

scheduler https certs none 管理 API の証明書の設定を削除します。 

scheduler c2w certs <key-file> 

<crt- fullchain-file> 

Web Bridge 3 に提示される証明書バンドルを構成します。 

scheduler c2w certs none Web Bridge 3 への TLS 接続の証明書構成を削除します。 

scheduler c2w trust <crt-bundle> Web Bridge への接続を検証するためのトラスト バンドルを

構成します。 

scheduler c2w trust none スケジューラのトラスト ストアから Web Bridge 3 の証明書バ

ンドルを削除します。 

scheduler email server <hostname | 

address> <port> 

スケジューラが電子メールを送信する SMTP サーバーを構成し

ます。 

scheduler email server none スケジューラから電子メール サーバー構成を削除します。 

scheduler email username <smtp user- 

name> 

SMTP サーバーでの認証に使用される電子メール アカウント

を構成します。このアカウントには、会議の主催者の代わりに

電子メールを送信できる適切な権限が必要です。 

注：参加者への電子メールは、このコマンドを使用して構

成されたアカウントから送信されるのではなく、会議の主

催者の差出人アドレスを使用して送信されます。 

scheduler email remove username SMTP 認証用に構成された電子メール ユーザー名を削除

します。 

scheduler email protocol <smtp | 

smtps> 

電子メール サーバーとのスケジューラの通信を次のよう

に指定します。 

smtp：プレーン テキスト TCP（smtp）経由 

smtps：暗号化された TLS チャネル経由 

scheduler email auth (enable | 

dis- able) 

SMTP 認証を有効または無効にします。 

scheduler email starttls (enable | 

disable) 

SMTP 接続の便宜的 TLS を有効または無効にします。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

scheduler email trust <bundle> | none （オプション）電子メール サーバーのトラスト バンドルの構

成を許可します。構成されている場合、構成されたバンドルを

使用して電子メール サーバーの証明書の検証が行われます。 

構成されていない場合、証明書の検証は行われません。 

scheduler timedLogging 時間指定ログ ステータスを取得します。 

scheduler timedLogging 

(webBridge|ap- i|email) <time> 

指定された期間のロギングをアクティブにします。 

 

 

2.11 3.3 API の追加および変更の概要 

Meeting Server 3.3 の API 機能には次のものが含まれます。 

• ペインの配置でアクティブなスピーカーをサポートするための新しい API パラメータ 

• 会議中に参加者の役割を変更するための新しい API パラメータ 

• 電子メール招待をサポートする API オブジェクトとパラメータの変更 

• Web アプリと SIP レイアウトの配置をサポートするための API パラメーターの変更 

• スケジューラ コンポーネントをサポートするための新しい API オブジェクトとパラメータ 
 

2.11.1 API の追加 

Meeting Server 3.3 の新しい API 機能には、新しい API オブジェクトと軽微な API の
機能拡張が含まれています。 

新しい API オブジェクト 

バージョン 3.3 では、Web アプリを介して会議をスケジュールできるようにする新しいコ
ンポーネントであるスケジューラが導入されています。スケジューラ API には、1 回また
は複数回の会議のスケジュール、変更または削除、参加者の追加または削除、健康情報の
取得、電子メール通知の送信または更新をサポートする新しいノードが含まれています。. 

軽微な API の機能拡張 

• Web アプリと SIP レイアウトの配置をサポートするために、次のパラメーター
が変更されました。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 
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• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

defaultLayout の実効値（コール レッグ プロファイルの階層に基づいて計算される）によって、コ
ールの開始時のレイアウトが決まります。このパラメータは以下の API オブジェクトに存在します。 

chosenLayout パラメーターは、呼び出し中にレイアウトを変更するために使用でき、
次の API ノードでサポートされています。 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /callLegs/<callLeg id> に対する GET 操作 

レイアウト パラメーターは、/callLegs/<callLeg id> に対する GET 操作でサポート
されており、Web アプリまたは SIP エンドポイントで選択されたレイアウトを取得します。 

 

注：/coSpaces 、 /calls 、/callLegs  の defaultLayout が空白のままになってい

る場合、/callLegProfiles の defaultLayout 設定が継承されます。defaultLayout 

と layout  の両方が設定されている場合、defaultLayout  が優先されます。 
 

 

ペインの配置は、次のメソッドでサポートされている既存のパラメーター、

panelPlacementHighestImportance  および panePlacementSelfPaneMode  によって

有効になります。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /calls に対する POST 操作 

• /calls/<call id> に対する PUT 操作 

changeLayoutAllowed  パラメーターは、Web アプリおよび SIP エンドポイントのレイアウトを

変更するためのアクセス許可を割り当てるために、次の API メソッドでサポートされています。 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call ID>/callLegs に対する POST 操作 



2 バージョン 3.3 の新機能と変更点 

Cisco Meeting Server リリース 3.3.3: リリースノート 52 

 

 

 

• /callLegs/<callLeg id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 

API の使用に関する詳細については、『Cisco Meeting Server API Reference Guide』を参
照してください。 

• 以下のパラメータが coSpace オブジェクトに追加されます。 

coSpace のテキスト ベースの会議情報を取得するために、 emailInvitation パラメー
ターが追加されました。 

• /api/v1/coSpaces/<coSpace id>/emailInvitation に対する GET 操作 

このノードの GET メソッドは、invitation および language 応答要素に加えて、個
別の応答要素として件名も返します。 

バージョン 3.3 で導入された新規/変更されたエラーコードの理由 

• invalidValue  - 言語パラメータとして空の文字列または無効な文字を入力しました。 

• retryAfter  - サーバーがビジー状態であるか、外部でホストされているテンプレ
ートを取得しているときに、テキスト ベースの会議エントリ情報を取得しようとし
ました。retryAfter 期間後（秒）に再試行することを推奨します。 

• valueTooLong  - 長い言語パラメータを入力しました 

 

2.11.2 新規および変更されたパラメータ 

バージョン 3.3 の新しいパラメータ 

• panePlacementActiveSpeakerMode が以下のように導入されました  

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する GET 操作 

• /calls に対する POST 操作 

• /calls/<call id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id> に対する GET 操作 

• changeRoleAllowed が次のように導入されました  

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する GET 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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• /callLegs/<call leg id> に対する GET 操作 

• /callLegs/<call leg id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 

バージョン 3.3 で変更されたパラメータ 

• accessMethod パラメーターは、次の操作を使用して参加者の役割を変更できるよう
に変更されます。 

• /callLegs/<call leg id> に対する PUT 操作 

 

2.11.3 ペインの配置でのアクティブ スピーカーの有効化/無効化 

新しい panePlacementActiveSpeakerMode API  パラメーターを構成して、ペインの配置
でアクティブなスピーカーを有効にすることができます。このパラメーターは、次のメソ
ッドでサポートされています。 

• /coSpaces に対する POST 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する PUT 操作 

• /coSpaces/<coSpace id> に対する GET 操作 

• /calls に対する POST 操作 

• /calls/<call id> に対する PUT 操作 

• /calls/<call id> に対する GET 操作 

コール レベルでのパラメータ設定は、coSpace レベルでの設定よりも優先されます。両方
のレベルで設定を解除すると、アクティブ スピーカーは無効になります。 

 

パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

panePlacementActiveSpeakerMode allowself | 
suppressself | 
none 

• allowself - 参加者がアクティブな発言者であ
る場合、ペインの配置によって設定されたペ
インに参加者を表示することに加えて、最初
のペインに参加者を表示します。すべての参
加者に同じビューが表示されます。 

 

• suppressself - アクティブな発言者以外の
他のすべての参加者の最初のペインにアク
ティブな発言者を表示します。アクティブな
スピーカーの場合、前のスピーカーが最初の
ペインに表示されます。 

• none - 機能は無効です。 
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2.11.4 電子メール招待テキストの取得 

次のメソッドは、coSpace レベルの会議参加情報を取得します。 

• /api/v1/coSpaces/<coSpace id>/emailInvitation に対する GET 操作 
 

URI パラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

言語（オプション） 文字列 言語タグ「xx」または「xx_XX」（xx 言語コードお
よび XX 地域コード）または 1 ~ 32 文字の他の文
字列（「a」-「z」、「A」-「z」、「0」-「9」、
および「_」の形式)。 

 
 
 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

件名（subject） 文字列 招待の件名。 

招待（invitation） 文字列 電子メール招待テキスト。 

言語（language） 文字列 電子メール招待の言語タグ。言語が指定されてい
ない場合、デフォルトで en_US になります。 

指定された言語が無効な場合は、「400 - 不正な
要求」応答が返されます。 

2.11.4.1 失敗の応答 
 

応答要素 タイプ/値 説明/注意事項 

invalidValue 400 - 不正な要求です 言語パラメータとして空の文字列または
無効な文字を入力しました。 

valueTooLong 400 - 不正な要求です 長い言語パラメータを入力しました。 

retryAfter 503 - Service Unavailable サーバーがビジー状態であるか、外部でホ
ストされているテンプレートを取得してい
るときに、テキスト ベースの会議エントリ
情報を取得しようとしました。 

後で再試行するか、retryAfter 期間後
（秒）に再試行することを推奨します。 

 

2.11.5 Web アプリ 会議の参加者の役割を変更する 

新しい changeRoleAllowed  パラメーターが 3.3 で導入され、参加者が Web アプリの他の参
加者の役割を変更できるようになりました。このパラメーターは、次の API メソッドでサポー
トされています。 

• /callLegProfiles に対する POST 操作 

• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する PUT 操作 
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• /callLegProfiles/<call leg profile id> に対する GET 操作 

• /callLegs/<call leg id> に対する PUT 操作 

• /callLegs/<call leg id> に対する GET 操作 

• /calls/<call id>/callLegs に対する POST 操作 

• /calls/<call id>/participants に対する POST 操作 
 

リクエストパラメータ タイプ/値 説明/注意事項 

changeRoleAllowed true、false、または <unset> Web アプリの使用時に、参加者が通話で別の参加
者の役割を変更できるかどうかを決定します。こ
のパラメータには、コール レッグ プロファイルの
階層に関する通常のルールが適用されます。階層
のすべてのレベルで設定を解除すると、デフォル
トで false になります。 

 

 

2.12 MMP の追加および変更の概要 

バージョン 3.3 では、このセクションで説明する MMP の追加をサポートしています。 
 

2.12.1 LDAP 認証 

新しい ldap オプションが user add MMP コマンドに追加され、LDAP サーバー、ディレクト
リ検索パラメータ、TLS 設定の詳細を構成し、LDAP 認証を有効または無効にすることができます。 

LDAP ユーザの追加を有効にするために、新しいオプション [ldap] がコマンドに追加されます。 

user add <username> (admin|crypto|audit|appadmin|api) [ldap] 

 

注：Meeting Server API は、LDAP 認証によるユーザへのアクセスをサポートしていません。 
 

 

help ldap コマンドの出力は次のとおりです。 

cms> help ldap 

MMP ユーザ用の LDAP クライアント

構成： 

ldap 

ldap server <hostname|address> <port> 

ldap protocol (ldap|ldaps) 

ldap binddn 

ldap basedn<username> <base DN> 

ldap login_attr <attribute> 

ldap filter <filter> 
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注： 

ldap remove <binddn|filter|trust> 

ldap trust <crt bundle> 

ldap verify (enable|disable) 

ldap min-tls-version <minimum version string> 

ldap enable 

ldap disable 

ldap status 

user list MMP コマンドが拡張され、ログインした LDAP ユーザが含まれるようになりました。 

LDAP ユーザに適用されるuser rule パラメーターは、max_failed_logins、max_idle、および 

max_sessions のみです。このコマンドの他のパラメーターは、LDAP ユーザには適用されません。 

user expire MMP コマンドは、LDAP ユーザではサポートされていません。 
 

 

コマンド/例 説明/注意事項 

ldap LDAP 情報を表示します。 

ldap server <hostname|address> <port> LDAP サーバ ホスト名または IP アドレスおよ
びポート番号を指定します。これは必須です。 

ldap protocol (ldap|ldaps) 使用する LDAP プロトコルを指定します。LDAP サー
バーへの安全な接続を使用するには、ldaps を使用す
る必要があります。プロトコルの指定は必須です。 

LDAP binddn <username> 

ldap binddn 
cn=binduser,oi=user,dc=domain,dc=com 

ldap binddn "cn=bind user,o=My 
Company,dc=domain,dc=com" 

ldap binddn domain\\username 

検索のためにディレクトリ サーバーにバインドする
識別名を追加します。bindn パラメータはオプショ
ンです。指定しない場合、匿名バインド要求が使用
されます。 

バインド ユーザは、ディレクトリ内の検索権限を持
っている必要があります。このコマンドは、オプシ
ョンのバインド パスワードの入力を求めます。 

引数にスペースが含まれている場合は、引数を引
用符で囲む必要があります。バックスラッシュが
含まれている場合は、前にバックスラッシュを付
けてエスケープする必要があります。 

ldap basedn <base DN> 検索ベースに使用する基本識別名（DN）を指定
します。basedn の指定は必須です。 

引数にスペースが含まれている場合は、引数を引
用符で囲む必要があります。バックスラッシュが
含まれている場合は、前にバックスラッシュを付
けてエスケープする必要があります。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

ldap login_attr<attribute> ユーザを一意に識別する、uid、userPrincipalName、

sAMAccountName などの LDAP 属性名を指定します。

ログインを成功させるには、属性値が事前構成された 

MMP ユーザー名と一致している必要があります。属性

の指定は必須です。 

ldap filter <filter> 

ldap filter (&(objectClass=*) 

(memberOf=CN=admins,DC=example,DC=com)) 

LDAP 検索フィルタを設定します。フィルタの指定は

オプションです。フィルタが指定されていない場合、

デフォルト値（objectClass=*）が使用されます。 

有効な LDAP フィルタ構文を使用する必要があり、括

弧で囲む必要があります。 

ldap remove (binddn|filter|trust) 以前に設定された binddn、filter、または trust パラ

メータを削除します。 

ldap trust <crt bundle> 特定の証明書のバンドルを使用して証明書を検証する

ようにシステムを構成します。 

LDAP サーバーへの安全な接続を使用するには、信頼で

きる CA を使用してこれを構成する必要があります。 

ldap verify (enable|disable) LDAP サーバーへの接続の証明書検証を有効または無

効にします。 

LDAP サーバーへの安全な接続を使用するには、

証明書の検証を有効にする必要があります。無効

にすると、Meeting Server は信頼証明書を要求また

は確認しません。 

ldap min-tls-version<minimum version string> システムが使用する最小の TLS バージョンを構成

します。可能な値は、1.0、1.1、および 1.2 です。

デフォルトはバージョン 1.2 です。 

ldap enable LDAP サービスを有効にします。 

ldap disable LDAP サービスを無効にします。 

ldap status ldap サービスのステータスを次のように表示します。

「実行中」：サービスが実行中であることを示します。 

「実行されていません」：サービスは有効になっ

ていますが、実行されていません。詳細について

はログを確認してください。 

「無効」：サービスは無効になっています 
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2.12.2 SSH フィンガープリントの検証 

ログインする前に、取得したキーに対して Meeting Server によって要求されたキーを確認す
るには、MMP コマンドの ssh server_key list を使用します。 

新しい MMP コマンドが追加され、Meeting Server にインストールされているキーのリストを表示します。 
 

ssh server_key list 

出力には、次のキーの中で、Meeting Server ホストのすべての既存のキーのサイズ、タイプ、
およびフィンガープリントとともにキーのリストが表示されます。 

• ssh_host_dsa_key.pub 

• ssh_host_ecdsa_key.pub 

• ssh_host_ed25519_key.pub 

• ssh_host_key.pub 

• ssh_host_rsa_key.pub 
 

2.12.3 スケジューラ構成 

電子メール サーバーの構成の詳細は、以下にリストされている新しいスケジューラ MMP コマ
ンドを介して提供されます。 

 

コマンド/例 説明/注意事項 

scheduler 
scheduler status 

スケジューラの現在のステータスを表示 

scheduler (enable | disable) スケジューラを有効または無効にします。 

scheduler restart スケジューラを再起動します。 

scheduler https listen <interface> 

<port> 

スケジューラがリッスンする interface:port ペアを設定します。 

scheduler https listen none スケジューラの管理 API インターフェイスを無効にします。 

scheduler https certs <key-file> 

<crt-fullchain-file> 

管理 API で使用されるサーバー証明書だけでなく、アウトバ
ウンド接続を行うときに使用される証明書も構成します。
（例：c2w リンクまたは Call Bridge への API 呼び出し） 

scheduler https certs none 管理 API の証明書の設定を削除します。 

scheduler c2w certs <key-file> <crt- 
fullchain-file> 

Web Bridge 3 に提示される証明書バンドルを構成します。 

scheduler c2w certs none Web Bridge 3 への TLS 接続の証明書構成を削除します。 

scheduler c2w trust <crt-bundle> Web Bridge への接続を検証するためのトラスト バンドルを
構成します。 

scheduler c2w trust none スケジューラのトラスト ストアから Web Bridge 3 の証明書バ
ンドルを削除します。 

scheduler email server <hostname | 
address> <port> 

スケジューラが電子メールを送信する SMTP サーバーを構成し
ます。 

scheduler email server none スケジューラから電子メール サーバー構成を削除します。 
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コマンド/例 説明/注意事項 

scheduler email username <smtp user- 

name> 

SMTP サーバーでの認証に使用される電子メール アカウント

を構成します。このアカウントには、会議の主催者の代わりに

電子メールを送信できる適切な権限が必要です。 

注：参加者への電子メールは、このコマンドを使用して構

成されたアカウントから送信されるのではなく、会議の主

催者の差出人アドレスを使用して送信されます。 

scheduler email remove username SMTP 認証用に構成された電子メール ユーザー名を削除します。 

scheduler email protocol <smtp | 

smtps> 

電子メール サーバーとのスケジューラの通信を次のよう

に指定します。 

smtp：プレーン テキスト TCP（smtp）経由 

smtps：暗号化された TLS チャネル経由 

scheduler email auth (enable | dis- 

able) 

SMTP 認証を有効または無効にします。 

scheduler email starttls (enable | 

disable) 

SMTP 接続の便宜的 TLS を有効または無効にします。 

scheduler email trust <bundle> | none （オプション）電子メール サーバーのトラスト バンドルの構

成を許可します。構成されている場合、構成されたバンドルを

使用して電子メール サーバーの証明書の検証が行われます。 

構成されていない場合、証明書の検証は行われません。 

scheduler timedLogging 時間指定ログ ステータスを取得します。 

scheduler timedLogging (webBridge|ap-

i|email) <time> 

指定された期間のロギングをアクティブにします。 

 

2.13 CDR 変更の概要 

バージョン 3.3 では、Meeting Server の通話詳細レコードへの新しい追加はありません。 

 
2.14 イベント変更の概要 

バージョン 3.3 の新しいイベントはありません。 
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3 Cisco Meeting Server ソフトウェア バージョン 3.3.3 

のアップグレード、ダウングレード、および展開 

Meeting Server 3.2.2 は、バージョン 3.3 にアップグレードするために必要な最小バージョン
です。それよりも前のバージョンからアップグレードする場合は、3.2.2 リリースノートの手順
に従って 3.2.2 にアップグレードしてから、Cisco Meeting Server 3.3 リリースノートに記載
されている手順を実行してください。 

 

注：Cisco は、3.2.2 以前のソフトウェアリリースからのアップグレードをテストしていません。 
 

 

Cisco Meeting Server 2000、Cisco Meeting Server 1000、または以前に設定された VM 展開に
インストールされている Cisco Meeting Server ソフトウェアのバージョンを確認するには、
MMP コマンドバージョンを使用します。 

VM を初めて設定する場合は、『Cisco Meeting Server Installation Guide for Virtualized 

Deployments（Cisco Meeting Server 仮想化導入インストール ガイド）』の指示に従ってください。 

 
3.1 リリース 3.3.3 へのアップグレード 

このセクションの手順は、クラスタ化されていない Meeting Server 展開に適用されます。ク
ラスター化されたデータベースを使用した導入については、クラスター化されたサーバをアッ
プグレードする前に、この FAQ の指示をお読みください。 

 

注意：Meeting Server をアップグレードまたはダウングレードする前に、 backup snapshot 

<filename> コマンドを使用して構成のバックアップを作成し、バックアップファイルを別の
デバイスに安全に保存する必要があります。詳細については、 『MMP コマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。アップグレード/ダウングレードプロセスが生成した自動バッ
クアップファイルに依存しないでください。アップグレード/ダウングレードが失敗した場合に
アクセスできない可能性があります。 

 

 

注：クラスター化されたデータベースをデプロイしている場合は、 Meeting Server をアップ
グレードする前に、database cluster remove コマンドを使用してすべてのノードのク
ラスター化を解除します。ユーザは、ノードのクラスタ化を解除し、Meeting Server をアッ
プグレードし、MMP コマンドを使用してノードをクラスタ化する必要があります。データ
ベースのクラスタリングの手順については、『スケーラブルで復元力のあるサーバガイド』
を参照してください。 

 

https://meeting-infohub.cisco.com/faq/content/5/250/en/how-do-i-upgrade-a-resilient-deployment.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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ファームウェアのアップグレードは 2 段階のプロセスです。最初に、アップグレードされたフ
ァームウェア イメージをアップロードします。次に、アップグレードコマンドを発行します。
これによりサーバが再起動します。再起動プロセスでは、サーバで実行されているすべてのア
クティブ コールが中断します。したがって、ユーザに影響を与えることがないように、この
段階は適切なタイミングで実行する必要があります。そうでない場合、ユーザに事前に警告
する必要があります。 

 

注： 

Meeting Server 3.0 では、Cisco Meeting Management の必須要件が導入されました。 
 

 
 

3.0 （以降）Meeting Management は、製品登録と、スマート ライセンスのサポートに関連

するスマート アカウント（セットアップされている場合）とのやり取りを処理します。 
 

 

セカンダリ サーバをインストールするには、次の手順に従います。 

1. アップグレードするには、適切なアップグレード ファイルをシスコの Web サイトの 

ソフトウェア ダウンロード ページから取得します。 

Cisco_Meeting_Server_3_3_3_CMS2000.zip 

このファイルは、サーバにアップロードする前に単一の upgrade.img ファイルに解凍す

る必要があります。このファイルを使用して、Cisco Meeting Server 2000 サーバをアッ

プグレードします。 

upgrade.img ファイルのハッシュ（SHA-256）：

abb1b1a560685e6596b5f2932262344061c8ece2803a1c06a29c694bb537f07c 
 

Cisco_Meeting_Server_3_3_3_vm-upgrade.zip 

このファイルは、サーバにアップロードする前に単一の upgrade.img ファイルに解凍す

る必要があります。このファイルを使用して、Cisco Meeting Server 仮想マシンの展開を

アップグレードします。 

upgrade.img ファイルのハッシュ（SHA-256）：

c5923ec392826c911e26c79989a681da546cd25feee4e62f6461ff03d62f0bba 
 

Cisco_Meeting_Server_3_3_3.ova 

このファイルを使用して、VMware から新しい仮想マシンを展開します。 

vSphere6 の場合の、Cisco_Meeting_Server_3_3_3_vSphere-6_0.ova のハッシュ（SHA-512）： 

acd3e7aa3e0ce29b4b3997b1e5c44c1c1f58b90b33458d396bdeeab189cc63260575a44e7b2802fcdccebe 

d4c6fad61d283996ec7fcf6ef2a76e754b5841f3ec 

vSphere6.5 以上の場合の、Cisco_Meeting_Server_3_3_3_vSphere-6_5.ova のハッシュ（SHA-512）： 

eb51ea3c0810e69c05b22b82499c21e0bfa096df1ea64ce7ca41a5d2cfef5bffd1d9fae115e4730f74ef498c1 

8b414afe369e4a409c1e30c0d2f92702be94164 

https://software.cisco.com/download/home/286309710
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2. OVA ファイルを検証するために、ダウンロードの説明にカーソルを合わせると表示されるポ

ップアップボックスに、3.3.3 リリースのチェックサムが表示されます。さらに、上記の 

SHA-512 ハッシュ値を使用して、ダウンロードの整合性を確認することもできます。 

3. SFTP クライアントを使用して、IP アドレスを使用して MMP にログインします。ログイ

ン資格情報は、MMP 管理者アカウントに設定された資格情報になります。Windows を使

用している場合、WinSCP ツールの使用をお勧めします。 

 

注：ファイル転送に WinSCP を使用している場合、転送設定オプションが「テキスト」で

はなく「バイナリ」であることを確認してください。誤った設定を使用すると、転送された

ファイルが元のファイルよりもわずかに小さくなり、アップグレードが正常に行われなくな

ります。 
 

 
 

（注） 

a) iface a MMP コマンドを使用して、MMP のインターフェースの IP アドレスを参照して

ください。 

b) SFTP サーバーは、標準ポート 22 で実行されます。 
 

 

4. ソフトウェアをサーバ/仮想化サーバにコピーします。 

5. アップグレードファイルを検証するには、 upgrade list  コマンドを発行します。 

a. MMP への SSH 接続を確立し、ログインします。 

b. upgrade list コマンドを実行して、使用可能なアップグレード イメージとそのチェック

サムを出力します。 

upgrade list 

c. このチェックサムが上記のチェックサムと一致していることを確認します。 

6. アップグレードを適用するには、前の手順の MMP への SSH 接続を使用し、

upgrade コマンドを実行してアップグレードを開始します。 

a. upgrade コマンドを実行して、アップグレードを開始します。 

upgrade 

b. サーバ/仮想化サーバは自動的に再起動します。処理が完了するまで 10 分かかります。 

7. MMP への SSH 接続を再確立し、次を入力して、Meeting Server がアップグレード

されたイメージを実行していることを確認します: 

version 

8. 利用可能な場合は、カスタマイズアーカイブファイルを更新します。 
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9. 拡張性または復元力のある導入環境を展開する場合は、 『スケーラブルで復元力のある
サーバ 導入ガイド』をお読みになり、残りの展開順序と構成プランを作成してください。 

10. データベースクラスタを展開している場合は、アップグレード後に必ず database 

cluster upgrade_ schema コマンドを実行してください。データベーススキーマをアッ
プグレードする手順については、『スケーラブルで復元力のあるサーバ導入ガイド』を参
照してください。 

11. アップグレードが完了しました。 

 

3.2 ダウングレード 

アップグレード処理中またはアップグレード処理後に予期しないことが発生した場合は、以前
のバージョンの Meeting Server ソフトウェアに戻すことができます。通常のアップグレード
手順を使用して、MMP アップグレードコマンドを使用して、Meeting Server を必要なバー
ジョンに「ダウングレード」します。 

1. ソフトウェアをサーバ/仮想化サーバにコピーします。 

2. ダウングレードを適用するには、MMP への SSH 接続を使用し、upgrade <filename> 

コマンドを実行してダウングレードを開始します。 

サーバ/仮想サーバが自動的に再起動します。プロセスが完了し、サーバのダウングレード
後に Web 管理が使用可能になるまで 10 〜 12 分かかります。 

3. Web 管理画面にログインし、[ステータス（Status）] > [全般（General）] に移動して、
[システムステータス（System status）] の下に新しいバージョンが表示されていること
を確認します。 

4. サーバで MMP コマンド factory_reset app を使用し、工場出荷時設定からの再
起動を待ちます。 

5. MMP コマンド backup rollback <name> を使用して、古いバージョンの構成バック
アップを復元します。 

 

注：backup rollback コマンドは、既存の構成、cms.lic ファイル、およびシステム上
のすべての証明書と秘密キーを上書きし、Meeting Server を再起動します。したがって、
注意して使用する必要があります。バックアップのロールバック プロセス中に上書きされ
るため、既存の cms.lic ファイルと証明書を事前にコピーしてください。.JSON ファイルは
上書きされないため、上書きする必要はありません 

 

 

Meeting Server が再起動して、バックアップ ファイルが適用されます。 

クラスタ展開の場合、クラスタ内の各ノードに対して手順 1 〜 5 を繰り返します。 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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6. a. XMPP クラスタの場合は、必要に応じて XMPP をクラスタ化し直す必要があります。 

a. 1 つのノードを XMPP プライマリとして選択し、このノードで XMPP を初期化します。 

b. XMPP プライマリが有効になったら、他の XMPP ノードをそれに結合します。 

c. 同じサーバから作成されたバックアップ ファイルを使用して復元すると、XMPP 

ライセンス ファイルと証明書が一致し、機能し続けます。 

7. 最後に、次のことを確認してください。 

• 各 Call Bridge の Web 管理インターフェイスで coSpaces のリストを表示できる 

• ダイヤル プランが無傷である 

• XMPP サービスが接続されている（該当する場合） 

• Web 管理およびログ ファイルに障害状態が報告されていない 

• SIP および Cisco 会議アプリケーション（サポートされている場合は Web Bridge）

を使用して接続できる 

これで、Meeting Server のダウングレード展開は完了です。 

 

3.3 Cisco Meeting Server の展開 

Meeting Server の展開方法の説明をシンプルにするため、3 つのモデルで展開を説明します。 

• 単一統合型 Meeting Server：すべての Meeting Server コンポーネント（Call Bridge、

Web Bridge 3、データベース、レコーダー、アップローダ、ストリーマ、TURN サー

バ）が使用可能です。Call Bridge とデータベースは自動的に有効化されますが、それ以

外のコンポーネントは展開の必要性に応じて個別に有効化することができます。有効化

されたすべてのコンポーネントが単一のホスト サーバ上に存在します。 

• 単一分散型 Meeting Server：このモデルでは、DMZ 内のネットワーク エッジに配置された 

Meeting Server 上で TURN サーバ、Web Bridge 3 および MeetingApps が有効化され、それ

以外のコンポーネントは内部（コア）ネットワークに配置された別の Meeting Server 上で

有効化されます。 

• 3 つ目のモデルでは、展開環境の拡張性と復元力を高めるため、複数の Meeting Server 

をまとめてクラスタ化して展開します。 

これらの 3 つのモデルすべてを網羅した導入ガイドは、 こちらで参照できます。個々の導

入ガイドには、別に証明書ガイドラインのドキュメントが付属しています。 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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注意点： 

Cisco Meeting Server 2000 には、Call Bridge、Web Bridge 3、およびデータベース コンポーネ

ントのみが含まれます。これは、単一のサーバとして、または複数のサーバのカスケードとして、

内部ネットワークに展開するのに適しています。Cisco Meeting Server 2000 は DMZ ネットワ

ークに展開しないでください。外部の Cisco Meeting Server Web アプリケーション ユーザ向け

にファイアウォール トラバーサルのサポートが必要な場合は、代わりに次のいずれかも展開す

る必要があります。 

• 内部ネットワークに Cisco Expressway-C、DMZ に Expressway-E 

• TURN サーバを有効にして、DMZ に別個の Cisco Meeting Server 1000 または仕様ベー

スの VM サーバを展開します。 

Cisco Meeting Server 1000 および仕様ベースの VM サーバは、Cisco Meeting Server 2000 

よりもコール キャパシティは少なくなりますが、すべてのコンポーネント（Call Bridge、Web 

Bridge 3、データベース、レコーダー、アップローダ、ストリーマ、TURN サーバ）を各ホス

ト サーバ上で使用できます。Web Bridge 3、レコーダー、アップローダ、ストリーマ、および 

TURN サーバは、稼働させるためには有効化する必要があります。 
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4 バグ検索ツール、解決済みの問題と未解決の問題 

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。 

ID がわからない場合に情報を検索するには、次の手順を実行します。 

1. [検索（Search）] フィールドに製品名を入力して [検索（Search）] をクリックするか、
または 

[製品（Product）] フィールドで [シリーズ/モデル（Series/Model）] を選択し、「Cisco 

Meeting Server」と入力し始めます。次に、[リリース（Releases）] フィールドで [これ
らのリリースで修正済み（Fixed in these Releases）] を選択して、たとえば「3.2」とリ
リースを入力して検索します。 

2. 表示されたバグのリストから、[変更日（Modified Date）]、[ステータス（Status）]、
[重大度（Severity）]、[評価（Rating）] ドロップダウンリストを使用してリストをフィ
ルタリングします。 

バグ検索ツールのヘルプページには、バグ検索ツールの使用に関する詳細情報があります。 

 
4.1 解決済みの問題 

以前のバージョンで発生し 3.3.3 で修正済みの問題 
 

シスコの識別子 要約 

CSCwa68125 参加者がカスタム レイアウトを適用すると、固定ペインのビデオが画面全体に表示され
ません。 

CSCwb39239 シスコは、openssl の CVE - CVE-2022-0778 によって特定された脆弱性の影響を評価し
ました。 

この製品は脆弱性の影響を受けるため、openSSL バージョンは OpenSSL 1.1.1n にアッ
プグレードされました。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa68125
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb39239
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CSCwb31492 シスコは、Apache-2.4.52 の CVE-2022-22719、CVE-2022-22720、CVE-2022-

22721、CVE-2022-23943 で特定された脆弱性の影響を評価しました。脆弱性の詳細につ
いては、Apache HTTP サーバーの脆弱性を参照してください。 

製品は脆弱性の影響を受けるため、Apache HTTP サーバーのバージョンは Apache-2.4.53 

にアップグレードされます。 

CSCwb43662 Spring Boot の Spring Framework バージョンが 5.2.20 にアップグレードされました。 

 

以前のバージョンで発生し 3.3.2 で修正済みの問題 

 

シスコの識別子 要約 

CSCwa19318 カスタマイズされたレイアウトでアクティブ スピーカーとペイン配置が有効になっている
場合、アクティブ スピーカーが頻繁に変更されると、固定ペイン ウィンドウがちらつくこ
とがあります。 

CSCwa58708 2021 年 9 月 16 日、Apache Software Foundation は、CVE ID（CVE-2021-40438、
CVE-2021-33193、CVE-2021-34798、CVE -2021-36160、CVE-2021-39275）で識
別される Apache HTTP Server（httpd）2.4.48 以前のリリースに影響を与える 5 つの脆
弱性を公開しました。脆弱性の詳細については、Apache HTTP サーバー の脆弱性を参
照してください。 

シスコは、この製品に対する脆弱性の影響を評価し、製品が次の影響を受けると結論付
けました。 

• CVE-2021-34798 - httpd コアでの NULL ポインタの逆参照 

• CVE-2021-40438 - mod_proxy SSRF 
 

ただし、製品は、次の脆弱性の影響を受けません。 

• CVE-2021-33193 - HTTP/2 メソッド インジェクションと mod_ プロキシを介
したリクエスト分割  

• CVE-2021-39275 - ap_escape_quotes バッファ オーバーフロー 

• CVE-2021-36160 - mod_proxy_uwsgi の範囲外の読み取り 

以前のバージョンで発生し 3.3.1 で修正済みの問題 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvy95143 時折、SIP コールで、Meeting Server が同じコール ダイアログから同時に INVITE を送受

信し、タイムアウトのためにコールを切断します。 

CSCvz76478 参加者が Safari（iOS 15）を使用して Web アプリ会議に参加すると、会議で音声を聞い
たりビデオを表示したりすることができません。 

 
 

注：iOS 15.0 および iOS 15.2 でのこの問題を解決するために、Meeting Server 3.3.1 

リリースで修正が導入されました。この問題は、iOS 15.1 でも引き続き発生します。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb31492
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwb43662
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa19318
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa58708
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvy95143
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz76478
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以前のバージョンで発生し 3.3 で修正済みの問題 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvy83131 Cisco Meeting Server 1000 M4 および M5v1 バリアントの ESXi 7.0 ベースの新規インス

トールは、サーバーのディスク領域が不足しているため、起動に失敗します。「モジュー

ル 'MonitorLoop' の電源投入に失敗しました」というエラー メッセージが表示されます。 

解決策：VM の仮想ハードウェア設定を編集し、メモリ設定で [ゲストのメモリをすべて

予約（すべてロック）（Reserve all guest memory (all locked)）] を選択します。 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvy42970 MMP コマンドの user rule max_sessions <number>で、SSH、SFTP、および 

Web 管理セッションの最大数を個別に設定します。以前のリリースでは、コマンドは 

SFTP および Web 管理セッションに対してのみ機能していました。 

CSCvy43380 管理者のログアウト イベントは、すべての SSH クライアント アプリケーションの 

Meeting Server 監査ログに記録する必要があります。PuTTY や WinSCP などの一部のク

ライアントでは、これらのイベントは記録されていませんでした。 

 

4.2 未解決の問題 
 

注：Web アプリケーションに影響する未解決の問題については、『Cisco Meeting Server 

web app Important information（Cisco Meeting Server Web アプリケーション 重要事項』

ガイド [英語] を参照してください。 
 

 

次に、Cisco Meeting Server ソフトウェアのこのリリースの既知の問題を示します。詳細

が必要な場合は、バグ検索ツールの [検索（Search）] フィールドに Cisco の識別子を入力

してください。 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvz01886 参加者のロールにビデオとプレゼンテーションを共有する権限がない場合、ロール

が変更され、ビデオとプレゼンテーションを共有する権限がある場合、他の参加者

がコンテンツを共有するときにプレゼンテーションは表示されません。 

CSCvw61547 非常にまれなケースでは、Meeting Server TURN コンポーネントを介したコール

の接続に失敗したり、メディアチャネルが不足している可能性があります。

「RefreshTurnAllocationPending 状態での TURN 437 割り当ての不一致」と同様の

エラーが、コールブリッジの syslog に表示されます。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvy83131
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvy42970
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvy43380
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
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz01886
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvw61547
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CSCvt74033 コンテンツの共有中に、イベントがトリガーとなって Webex Room Panorama が 2 

つのビデオ ストリームの送信を 1 つに減らした場合、リモート エンドポイントが 

Room Panorama から受け取るビデオのフレーム レートが著しく低下する可能性があ

ります。 

CSCvt52420 Meeting Server の system/load API で返される mediaProcessingLoad パラメータ

で、VP8 コーデックを使用したコールが正しく考慮されません。VP8 を使用する

場合、API がレポートするよりも Meeting Server 上の実際のメディアの負荷が高

くなる場合があります。 

CSCvn65112 ローカルでホストされているブランドの場合、オーディオ プロンプト ファイルが

省略されると、代わりにデフォルトの組み込みプロンプトが使用されます。すべて

の音声プロンプトを抑制するには、ファイルが全くないというよりも、ゼロバイト

のファイルを使用します。 

CSCvm56734 デュアルホーム会議では、出席者がビデオのミュートを解除した後、ビデオは再起動

しません。 

CSCvj49594 コールが Cisco Unified Communications Manager および Cisco Expressway を通過す

る場合、保留/再開後に ActiveControl は機能しません。 

CSCvh23039 アップローダコンポーネントは、NFS に保持されているテナント録音では機能し

ません。 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvh23036 Meeting Server 2.4 のデフォルトの DTLS 設定である DTLS1.2 は、CE9.1.x を実行

している Cisco エンドポイントではサポートされていません。ActiveControl は、

MMP コマンド tls-min-dtls-version 1.0 を使用して DTLS が 1.1 に変更さ

れた場合に、Meeting Server とエンドポイントの間でのみ設定されます。 

CSCvg62497 NFS が設定されているか、読み取り専用になっている場合、Uploader コンポーネ

ントは同じビデオ録画を Vbrick に継続的にアップロードします。これは、アップロ

ーダーがアップロード完了としてファイルをマークできないためです。これを回避

するには、NFS に読み取り/書き込みアクセス権があることを確認してください。 

CSCve64225 OpenSSL CVE の問題を修正するには、Cisco Meeting Server 2000 用の Cisco UCS 

Manager を 3.1(3a) に更新する必要があります。 

CSCve37087 ただし、

CSCvd91302 関連 

Cisco Meeting Server 2000 のメディア ブレードの 1 つが正しく起動しない場合

があります。回避策：ファブリック インターコネクト モジュールを再起動します。 

 

4.2.1 既知の制限事項 

 

シスコの識別子 要約 

CSCvz35014 IPv6 アドレスを使用している場合、Web ブリッジ 3 に到達できません。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt74033
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt52420
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn65112
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm56734
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj49594
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh23039
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh23036
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg57974
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve64225
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve37087
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd91302
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz35014
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• Cisco Meeting Server は、バージョン 3.1 から TURN の短期のログイン情報をサポートし

ています。この操作モードは、TURN サーバがバージョン 3.1 以降の Meeting Server 

TURN サーバなどの短期のログイン情報もサポートしている場合にのみ使用できます。

Expressway で Cisco Meeting Server を使用すると、短期のログイン情報はサポートさ

れません。 

• Web アプリを使用して会議をスケジュールする場合、表示名は電子メールに含まれません。 
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5 関連するユーザ マニュアル 

以下のサイトに、インストール、計画と導入、初期設定、製品の操作などに関するドキュメント

が掲載されています。 

• リリースノート（最新および以前のリリース）：
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-

release-notes-list.html 

• インストールガイド（VM のインストール、Meeting Server 2000、インストール 

アシスタントの使用を含む）：
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting- server/products-

installation-guides-list.html 

• 設定ガイド（展開計画と展開、証明書ガイドライン、簡素化されたセットアップ、ロー

ド バランシングのホワイト ペーパー、管理者向けクイック リファレンス ガイドを含

む）：https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting- 

server/products-installation-and-configuration-guides-list.html 

• プログラミング ガイド（API、CDR、イベント、MMP リファレンス ガイド、カス

タマイズ ガイドラインを含む）：
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products- 

programming-reference-guides-list.html 

• オープン ソース ライセンス情報：
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-

licensing-information-listing.html 

• Cisco Meeting Server の FAQ：https://meeting-infohub.cisco.com/faq/category/25/cisco- 

meeting-server.html 

• Cisco Meeting Server の相互運用性データベース：https://tp-

tools- web01.cisco.com/interop/d459/s1790 

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
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-licensing-information-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-licensing-information-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-licensing-information-listing.html
https://meeting-infohub.cisco.com/faq/category/25/cisco-meeting-server.html
https://meeting-infohub.cisco.com/faq/category/25/cisco-meeting-server.html
https://tp-tools-web01.cisco.com/interop/d459/s1790
https://tp-tools-web01.cisco.com/interop/d459/s1790
https://tp-tools-web01.cisco.com/interop/d459/s1790
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6 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 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。 

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。 

© 2022 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

http://www.cisco.com/go/offices
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Cisco の商標または登録商標
Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国

における登録商標または商標です。シスコの商標の一覧については、

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html をご覧ください。Third-party

trademarks mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」という用語の

使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。（1721R）

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html

