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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 

2022 年 7 月 21 日 メンテナンス リリース 3.4.2 

2022 年 2 月 28 日  メンテナンス リリース 3.4.1 

2021 年 12 月 15 日 3.4 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 3.0 以降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 アプリのこのリリースで、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
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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。 

• 議事録 

• クローズド キャプション 

• 背景をぼかす 

• 遠端カメラ制御 

• Web アプリ インターフェイスに表示されるスペースの数 

 

2.1 議事録 

バージョン 3.4 以降、Web アプリでは、適切な権限を持つ参加者がメモを取り、会議の他

の参加者に公開することができます。会議でメモが許可されている場合、会議に出席してい

るすべての 

参加者は公開済みのノートを表示できます。新しい議事録アイコンが会議内メニュー オプショ

ンとして 追加され、参加者はメモを表示したり、メモを取ったり、公開したりできます。

公開されたメモは、会議のすべての参加者と共有されます。 
 

 

注：Meeting Server 管理者が会議の機能を無効にしている場合、メモ アイコンは グレ

ー表示されます。 
 

 

ノートが公開された後、公開されたノートを編集することで、その後の変更を行うことができま

す。メモを取る人は、[会議のメモ] ウィンドウの編集アイコンを使用して公開されたメモを編集

し、会議中に再公開することができます。 メモが再公開されると、以前のメモが上書きさ

れ、再びすべての参加者に送信されます。メモを取る人が会議内の他のメニュー オプションに

切り替えると、公開されていないメモは下書きとして保存されます。[議事録（Meeting 

Notes）] ウィンドウの [下書きに移動（Go to draft）] オプションを使用すると、メモを取る

人は、会議中にいつでも未公開のノートに戻って下書きを公開できます。会議の開始後に会

議に参加する参加者は、最近公開されたメモのみを表示できます。 
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メモを取る人は、会議中に、公開されたメモまたは下書きメモをローカル ドライブにダウンロード

して保存できます。未保存または未公開のメモが下書きにあるメモ担当者が会議を離れると、Web 

アプリは、会議を終了する前に、メモを保存または破棄するように求めるメッセージを表示します。 

議事録は、最大 15 KB のサイズをサポートします。 

 

注：複数の参加者に特定の会議でメモを取る許可を与えることができますが、複数の同時編集

を避けるために、1 人の参加者にのみメモを取る許可を与えることをお勧めします。 
 

 

 
 

[議事録（Meeting Notes）] ウィンドウでは、次の操作を実行できます。 

• 破棄（Discard） – 最初のドラフトに入力されたすべてのテキスト、または公開

されたノートに加えられた変更をすべてクリアします。 

• 保存（Save） – 会議中に取ったメモを、ローカル ドライブの時間とタイム ゾーンとと

もにダウンロードして保存します。 

• 公開（Publish） – 会議の他の Web アプリ参加者にノートを公開します。 
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会議に複数のメモ担当者（参加者 A と参加者 B など）がいて、参加者 A がメモを公開した場
合、Web アプリは参加者 B に次のオプションを表示します。 

■ 新規ロード - 参加者が取ったメモを破棄し、他の参加者のメモを公開します。 

■ 自分のメモを保持 - 参加者が取ったメモを保持し、公開されたメモは含めません。 

メモを取る人が会議から切断された場合、下書き内の未公開のメモは、会議に戻ったときに使
用できなくなり、他の参加者は公開されたメモのみを表示できます。 

Meeting Server で notesAllowed API が true に設定されている場合、ミーティングのすべての 

Web アプリ参加者はメモを表示できます。 noteContributionAllowed API が true に設定され
ている参加者は、メモに投稿できます。詳細については、CMS 3.4 リリースノートを参照して
ください。 

 

2.2 クローズドキャプション 

バージョン 3.4 から、Web アプリの会議はクローズドキャプションをサポートします。クロー
ズドキャプションを使用すると、耳の不自由な参加者が会議に参加しやすくなります。会議中
にリアルタイムで公開されるクローズドキャプションは、Meeting Server 管理者によってキャ
プション担当者として設定された参加者によって送信されます。会議の参加者は、公開された
キャプションとキャプションの履歴を画面に表示できます。 

 

注：クローズド キャプションを公開する許可を会議の 1 人の参加者のみに与えることをお
勧めします。 

 

 

会議でクローズド キャプションが有効になっている場合、すべての Web アプリの参加者は、
画面にクローズド キャプションを表示するかどうかを選択できます。新しい会議内メニュー 

オプションが追加されました。 この機能をサポートします。クリック すると、[ク
ローズドキャプション] ウィンドウが開きます。[クローズドキャプション] ウィンドウで、ドロ
ップダウンから [英語（簡体字）] を選択して、画面にキャプションを表示します。参加者は、会
議中に公開されたキャプションの履歴を [クローズドキャプション] ウィンドウで表示すること
もできます。参加者が会議中にキャプションをオフにし、後でオンにすると、キャプション履
歴に公開されたキャプションを表示できます。 

 

注： 

• 会議でクローズド キャプションが無効になっている場合、参加者はこのオプシ
ョンを表示できません。 

• デフォルトでは、[キャプションなし] が選択されており、キャプションは画面に表
示されません。キャプション履歴も参加者には表示されません。 
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キャプション担当者は、会議中にクローズドキャプション ウィンドウにキャプションを入力
できます。ドロップダウンから [英語（簡体字）] を選択して、キャプションを入力して送信し
ます。キャプション担当者が Enter キーを押してキャプションを入力している間、キャプション
は会議の他の参加者に表示されます。キャプション担当者は一度に 96 文字まで入力できます。
キャプション担当者は、[クローズド キャプションの履歴を保存（Save closed caption 

history）] を使用して、キャプションの履歴をローカル ドライブに保存できます。 

 

注： 
• 参加者が切断されて再び会議に参加すると、キャプションの履歴が失われます。 

 

 

Meeting Server で captionsAllowed および captionContributionAllowed API が true に設
定されている参加者は、それぞれキャプションを表示または公開できます。詳細については、
CMS 3.4 リリースノートを参照してください。 

 
2.3 背景をぼかす（ベータ サポート） 

バージョン 3.4 では、参加者が会議の背景をぼかすことができます。背景をぼかすと、周囲がぼ
やけて見えるため、参加者の背後にある詳細が隠され、参加者が強調されます。参加者は、参加
した後にのみ背景をぼかすことができます 

プレビューページではなく、会議です。会議のカメラ設定に新しいオプション [ぼかし ] が
含まれています。 
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背景のぼかしは、Google Chrome および Mozilla Firefox ブラウザを搭載した Mac と Windows 

でのみサポートされています。この機能は、他のブラウザおよび Android または iOS デバイ
スではサポートされていません。 

 

注： 

• 背景のぼかしが有効になっている場合は、HD を無効にすることをお勧めします。背景
をぼかした状態で HD が有効になっている場合、オーディオとビデオの同期の問題が発
生する可能性があります。 

• バックグラウンド ブラーは、グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）を備えた
システムで最適に機能します。 

• 背景ぼかし機能を使用するには、次の最小システム構成が必要です。 

• Windows システムの場合：メモリ - 16 GB および CPU - 1.60 GHz 

• Mac システムの場合：メモリ - 16 GB および CPU - 2.30 GHz 
 

 

セルフビューの場合： 

をクリックしてから、[ぼかし（Blur） ] をクリックします。 • 会議の背景をぼかすには、 

• ぼかしの背景を適用する前にビデオをプレビューするには、ビデオを無効にしてからぼか
し を適用します。プレビューはセルフ ビューに表示され、ビデオをオンにした場合に
のみ、背景がぼやけたビデオが他の参加者に表示されます。 

• 背景のぼかしを削除するには、  > [なし] をクリックします。 
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注：Cisco では、ベータ機能が将来完全にサポートされる機能になることを保証しません。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。 

 

 

2.4 遠端カメラ制御 

会議に正しい参加者をフレーミングするために、カメラを手動で制御する必要がある場合があり
ます。バージョン 3.4 では、Web アプリに、遠端カメラ制御（FECC）をサポートする他の参加
者のカメラを制御する機能が導入されました。適切な権限を持つ参加者のみが、新しいオプショ
ン ビュー カメラ コントロールを使用して他の参加者のカメラを制御できます。FECC をサポー
トするカメラを使用している参加者は、[カメラ コントロールを表示（View Camera Control）] 

オプションを使用できます。参加者は、一度に 1 人の参加者のカメラのみを制御できます。 

参加者のカメラを制御するには、参加者の名前をクリックしてから、[カメラ コントロールを表示
（View Camera Control）] をクリックします。カメラが制御されている参加者の名前とカメラ制御
オプションのオーバーレイが画面に表示されます。オーバーレイは、Web アプリ画面のどこにでも
移動して配置できます。ナビゲーション キーを使用すると、カメラを上下左右に移動できます。 

ズームキーを使用すると、ズームインまたはズームアウトできます。カメラを制御している

参加者の名前の横にアイコン が表示されます。 

カメラ制御を停止するには、オーバーレイを閉じます。 
 

Meeting Server で controlRemoteCameraAllowed API が true に設定されている参加者は、他
の参加者のカメラを制御できます。詳細については、『CMS 3.4 API reference Guide（CMS 

3.4 API リファレンス ガイド）』[英語] を参照してください。 

 
2.5 Web アプリ インターフェイスに表示されるスペースの数 

以前のリリースでは、Web アプリ インターフェイスに 50 個のスペースがリストされていま
した。Web アプリ インターフェイスの左ペインに最大 200 のスペースを表示できるようにな
りました。 
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3  アプリの使用 

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

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

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

ティングに招待することもできます。 

 

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

仮想会議室です。詳細については、Web アプリケーションのオンラインヘルプまたはユーザガ

イドを参照してください。 
 

 

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

ウザから Web アプリケーションを使用できます。詳細については、「ブラウザの一覧」を

ご確認ください。 

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

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

必要に応じて、次のいずれかのオプションを選択できます。 

• Web アプリケーションにサインイン：Web アプリケーションにサインインして、会議へ

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会議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。 

• 会議に参加：会議に招待れた場合は、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。 

• 会議をスケジュール：議をスケジュールするには、ホームページで [会議をスケジュール

（Schedule meeting）]クリックします。名前を入力し、会議に使用するスペースを選択

します。会議は、1 つのインスタンスでスケジュールすることも、毎日、毎週、または毎月

繰り返すようにスケジュールすることもできます。選択したスペースのすべてのメンバーを

追加するか、選択した参加者を追加して、会議の役割を構成できます。 
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4 テスト済のブラウザバージョン 

表 1 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） 102.0.5005.115 

MozillaFirefox（Windows） 103.0.1 

Chromium ベースの Microsoft Edge（Windows） 103.0.1264.77 

MacOS 用 Apple Safari 15.5 

iOS 用の Safari の Apple 15.5 

Yandex（Windows） 22.7.3.713 ベータ版 

 

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
リはサポートされていません。 

 

 

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 

iOS 13 および macOS 10.15 上の Safari でユーザが Web アプリケーションを使用できるよ
うにするためには、次の場所に記載されている要件を遵守するように webbridge3 を適切に
設定する必要があります。https://support.apple.com/ja-jp/HT210176 

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

https://support.apple.com/ja-jp/HT210176
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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 & 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、[録画（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事項 

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

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

ように設定できます。 

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

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

（Press Tab to highlight each item on a web page）] に移動して、環境設定を変更します。 



5 バグ検索ツール 

重要事項：Cisco Meeting Server Web アプリケーション 11 

 

 

 

 
 

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。 

 
5.1 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。 

 

5.1.1 3.4 で解決された問題 

次の表に、以前のバージョンで発生した問題のうち 3.4 で修正された問題の一覧を示します。 

表 3：3.4 で解決された問題 

Cisco 識別子 要約 

CSCvz15644 Web アプリでは、会議の予定の削除はサポートされていません 

CSCvz91801 スウェーデンの Web アプリ インターフェイスの [ミーティングに参加（Join meeting）] 

ボタンに、間違ったオプション名が表示されます。 

 

5.2 未解決の問題 

表 4：未解決の問題のリスト 

Cisco 識別子 要約 

CSCwa17363 Web アプリでは、会議管理からロビーに移動した参加者は、ロビーで待機している場

合でも、会議の参加者のリストを引き続き表示できます。 

CSCvz01888 会議前にスペースでメンバーの役割が変更された場合、メンバーが会議に参加すると、

役割変更通知が表示されます。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz15644
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz91801
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa17363
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz01888
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Cisco 識別子 要約 

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 を参

照してください。 

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。 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu98805
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt71069
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6 製品に関する資料 

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
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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 5：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 

 
ウェブアプリ 

3.4 

 
ウェブアプリ 3.3 

Web アプリ
ケーション 

3.2 

Web アプリ
ケーション 

3.1 

 
Web アプリケ
ーション 3.0 

全般 

Cisco Meeting Server のバ
ージョン 

3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 

メンバーのアクセス
の管理 

はい はい はい いいえ いいえ 

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 はい 

ローカリゼーションのサポ
ート 

はい はい はい はい いいえ 

ブランディング はい はい はい はい はい 

オンライン ヘルプ はい はい はい はい はい 

暗号化 はい はい はい はい はい 

シングルサインオン はい はい はい はい いいえ 

アラビア語の言語サポート いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

ビデオ アドレス（URI）
を使用した参加 

はい はい はい はい はい 

会議のスケジュール設定 

スケジュールされた会
議一覧の表示 

はい はい いいえ いいえ いいえ 

会議のスケジュール設定 はい はい いいえ いいえ いいえ 

予定されている会議を変更
する  

はい はい いいえ いいえ いいえ 

予定されている会議を削除
する 

はい はい いいえ いいえ いいえ 

スペースの管理 

スペースメンバーの役割 はい はい はい いいえ いいえ 

スペースの作成/編集 はい はい はい はい はい 
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機能 

 
ウェブアプリ 

3.4 

 
ウェブアプリ 3.3 

Web アプリ
ケーション 

3.2 

Web アプリ
ケーション 

3.1 

 
Web アプリケ
ーション 3.0 

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 はい はい はい いいえ 

スペース メンバーの追加
/編集/削除 

はい はい はい はい はい 

メンバー追加機能のディ
レクトリ検索 

はい はい はい はい はい 

スペースの情報の表示 はい はい はい はい はい 

招待状を送信 はい はい はい はい はい 

音声とビデオ 

音声 OPUS OPUS OPUS OPUS OPUS 

ビデオ H.264、VP8 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 はい 

背景をぼかす はい いいえ いいえ いいえ いいえ 

仮想背景 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

遠端カメラ制御 はい いいえ いいえ いいえ いいえ 

画面共有 

コンテンツの拡大 はい はい はい いいえ いいえ 

コンテンツのズームをリセ
ット 

はい はい いいえ いいえ いいえ 

画面共有の表示 はい はい はい はい はい 

デスクトップ共有 はい 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 はい 

新しいウィンドウでの
画面共有の表示 

はい はい はい はい はい 

ビデオ ペインのサイズ
変更 

はい はい いいえ いいえ いいえ 

コンテンツのオーディ
オの共有 

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

チャット 

チャット はい、コール
中のみ 

はい、コール中のみ はい、コール
中のみ 

いいえ いいえ 

コール中 
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機能 

 
ウェブアプリ 

3.4 

 
ウェブアプリ 3.3 

Web アプリ

ケーション 

3.2 

Web アプリ

ケーション 

3.1 

 
Web アプリケ

ーション 3.0 

オンスクリーンメッセージ はい はい はい いいえ いいえ 

全画面表示 はい はい はい はい はい 

レイアウト制御 はい はい はい はい はい 

名前ラベル はい はい はい はい はい 

録音（Recording） はい はい はい はい はい 

ストリーミング はい はい はい はい はい 

アクティブ スピーカー ラ

ベル（ベータサポート） 

はい はい いいえ いいえ いいえ 

セルフビュー はい はい はい はい はい 

セルフビューの固定 はい はい はい はい はい 

セルフビューのミラー表示 はい はい はい はい はい 

セルフビューの移動 はい はい はい はい はい 

HD/SD の選択 はい はい はい はい はい 

プレゼンテーションのプレ

ビューの固定 

はい はい はい はい はい 

プレゼンテーション プ

レビューの移動 

はい はい はい はい はい 

議事録 はい いいえ いいえ いいえ いいえ 

クローズド キャプション はい いいえ いいえ いいえ いいえ 

ファイルの共有 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

ネットワーク ヘルス イ

ンジケーターとメディア

統計  

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 

参加者 

参加者の移動 はい はい はい いいえ いいえ 

参加者を追加 はい（SIP の

み） 

はい（SIP のみ） はい 

（SIP だけ） 

はい 

（SIP だけ） 

はい 

（SIP だけ） 

参加者の削除 はい 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 はい はい はい いいえ 

参加者の役割の変更 はい はい いいえ いいえ いいえ 
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機能 

 
ウェブアプリ 

3.4 

 
ウェブアプリ 3.3 

Web アプリ

ケーション 

3.2 

Web アプリ

ケーション 

3.1 

 
Web アプリケ

ーション 3.0 

参加者を重要にする はい はい はい はい 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 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 はい はい はい 

コール中の診断を送信 はい はい はい はい はい 

招待の送信 はい はい はい はい いいえ 

コール情報の表示 はい はい はい はい いいえ 

コール中のマイク/カメ

ラの制御 

はい はい はい はい はい 

挙手機能 はい はい いいえ いいえ いいえ 

コールの移動 

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 はい 

 

注：コール中に外部エンドポイントにコールを移動したり、音声を通常の電話に移動した

りすることはできません。 
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アクセシビリティ通知 

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

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

Template（VPAT）は次の場所で入手できます。 

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

regulatory/vpats.html#telepresence 

アクセシビリティの詳細については、以下を参照してください。

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

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

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

あります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確である

と考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。こ

のマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー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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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、すべてユーザー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。 

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規

定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限

は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置

は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに

記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こ

ることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その

場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。 

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に

規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの

制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本機器は、無

線周波数エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用

しなかった場合、無線通信障害を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置条件において

干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する

場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電

源のオン/オフによって判断できます。 

• 受信アンテナの向きや設置場所を変えます。 

• 装置と受信機との距離を離します。 

• 受信機と別の回路にあるコンセントに機器を接続します。 

• 販売業者またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します。 

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、

FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。 

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. 
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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. 
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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

