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1 はじめに 
Cisco Meeting Server は以前は Acano サーバと呼ばれていました。現在、Cisco Meeting 
Server は、Cisco Unified Computing Server（UCS）技術に基づいたアプリケーション サーバ
である Cisco Meeting Server 1000 および Cisco Meeting Server 2000 でホストされます。
Acano X シリーズ ハードウェア、または仕様に基づいた VM サーバでもホスト可能です。 

Cisco Meeting Server 1000、仕様に基づいた VM ホスト、および Acano X シリーズ サーバを
指す一般的な用語として、このマニュアル全体で Meeting Server という用語を使用します。 

本ガイドでは、スケーラブルで復元力のあるソリューションとして導入される Meeting 
Server を取り上げています。概念、要件、およびこのタイプのアーキテクチャを導入する方
法を説明します。複数のホスト サーバを導入することで、次の構成が実現します。 

 復元力のある単一の「ユニット」として動作する同じタイプの複数のコンポーネント。たと
えば、1 つの Call Bridge がダウンしても別の Call Bridge が会議をホストできます。 

 拡張性（容量の増加）。たとえば、1 つの Call Bridge にすべての参加者をホストできる十分
な容量がない場合は、複数の Call Bridge で 1 つの会議をホストできます（原則として、可
能であれば各会議は 1 つの Call Bridge でホストされます）。 

 効率性。Meeting Server は、効果的かつ効率的な会議を実現するためにどのコンポーネント
を使用すべきかを決定します。たとえば、よりシンプルな導入のユーザ エクスペリエンスを
維持したままで、別々の場所から会議にコールする参加者がさまざまなコンポーネントを使
用することができます。 

 
拡張性と復元力を実現するため、導入時には可能であれば Web 管理インターフェイスではな
く、API を使用してください。API の使用が必須となる場合もあります。手順についてはこのド
キュメントで説明します。 

 導入のための適切なインストール ガイドに従って Meeting Server をインストールします。 

 各 Meeting Server は、すべてのコンポーネントをホストすることも（「結合導入」）、
Edge サーバまたは Core サーバ（「分割導入」の一部）として機能することもできます。 

 
注：Acano X1 サーバは、Edge サーバまたはスタンドアロン データベース サーバに適して
います。 
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図 1： 結合導入と分割導入（Core および Edge） 
 

 
 
（注） 
 Meeting Server には、録画機能とストリーミング機能が備わっています。単に機能を評価
する場合は、Call Bridge と同じサーバ上のレコーダー/Streamer のみを有効にしてくださ
い。通常の展開では、Call Bridge と異なるサーバ上のレコーダー/Streamer を有効にしま
す。同じ Meeting Server にレコーダーと Streamer を展開する場合は、両方の使用に合わ
せてサーバの規模を調整する必要があります。録画の詳細については第 13 章、ストリーミ
ングの詳細については第 14 章を参照してください。 

 Meeting Server は H.323 ゲートウェイを備えています。このゲートウェイは、Call Bridge 
とのみ組み合わせることを意図しています。セクション 1 に示した簡潔な概要を除き、この
ドキュメントでは H.323 ゲートウェイについて説明していません。詳細については、
『H.323 Gateway Deployment Guide』を参照してください。 

 バージョン 2.0.4 から、TURN サーバが使用するポートが変更されました。セクション 3.7 
を参照してください。 

 

 

SIP エッジに関する注意点：Cisco Expressway X8.9 は、ネットワークのエッジで実行され
る、Cisco Meeting Server との SIP トラフィックのトラバーサルをサポートします。 
Expressway によって提供される SIP エッジ サポートを評価することをお勧めします。今後の
リリースでは、Meeting Server の SIP エッジ機能は廃止されます。詳細については、セクショ
ン 1.1 を参照してください。 

Acano サーバ リリース 1.8 から導入された SIP および Lync コール トラバーサル機能は、
Cisco Meeting Server ではまだベータ機能です。実稼働環境向けではありません。 

シスコでは、将来的にベータ機能が完全なサポートの対象になることを保証していません。
ベータ機能はフィードバックを基に変更される可能性があり、今後、機能性が変更または削除
される場合があります。 

 

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


1 はじめに 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 9 

XMPP の復元力に関する注意点：Acano サーバ リリース 1.8 から導入された XMPP の復元力
機能は、Cisco Meeting Server 2.1 では完全リリースされた機能であり、実稼働環境向けにサ
ポートされています。 

 
 
1.1 本ガイドの使用方法 
本ガイドは、該当するサーバのインストール ガイドの続編であり、インストール手順が完了
されていることを前提としています。 

証明書に関する情報は、『Certificate Guidelines for Scalable and Resilient Deployments』に記
載されています。そのため、2 つのガイド（本ガイドと『Certificate Guidelines』）を必ず併用
してください。 

このガイドでは、復元力のある最小の導入設定（推奨）と、より包括的な設定の 2 つの例に
ついて説明します。 

この導入ガイドと『Certificate Guidelines』以外にも、下図に示した参照資料を Cisco 
Meeting Server documentation ページから入手できます。 

 

注：このガイド全体で、coSpace という用語は「スペース」に名称変更されています。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/tsd-products-support-series-home.html
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図 2： Meeting Server を扱うガイドの概要 
 

 
 



1 はじめに 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 11 

1.1.1 コマンド 

このドキュメントでは、コマンドは黒文字で示されており、表示どおりに入力する必要があり
ます。ただし、山括弧 <> で囲まれているパラメータについては、適切な値に置き換えてくだ
さい。例は青文字で示されており、実際の導入環境に合わせて変更する必要があります。 

 

1.1.2 管理およびネットワーク インターフェイス 

Meeting Server には、プラットフォームとアプリケーションの 2 つのレイヤがあります。 

 プラットフォームは、メインボード管理プロセッサ（MMP）で構成します。MMP は、低レ
ベル ブートストラッピングと、そのコマンドライン インターフェイスによる構成に使用され
ます。 

 
注：Acano X シリーズ サーバでは、シリアル コンソール ポート経由か、管理のラベルが付
いたイーサネット インターフェイス上で SSH を使用して MMP にアクセスできます。仮想
化導入環境では、MMP には仮想インターフェイス A 上でアクセスします。 

 

 アプリケーションは、この管理型プラットフォーム上で、独自の構成インターフェイスで動
作します。アプリケーション レベルの管理（コールおよびメディア管理）は、Call Bridge の 
Web 管理インターフェイス、または API のいずれかを使用して実行します。どちらも任意の
イーサネット インターフェイス上で稼働するように構成できます。 

Acano X シリーズ サーバには、管理、A、B、C、D というラベルが付いた 5 つの物理イー
サネット インターフェイスがあります。仮想化導入環境では、1 つのイーサネット イン
ターフェイス（A）が作成されますが、さらに 3 つまで（B、C、D）追加できます。 

 
注：X シリーズ サーバで、メディア インターフェイス A ～ D は物理的に分離されていません
が、管理インターフェイスは物理的に分離されています。各インターフェイスは、独立して IP 
レベルで構成されます。IP 転送は、Admin またはホスト IP スタックのどちらでも無効です。 

 

詳細については、該当するインストール ガイドを参照してください。 

 
1.2 Application Programming Interface（アプリケーション プログラミング 

インターフェイス） 
Meeting Server は、アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）をサポートし
ます。API は転送メカニズムとして HTTPS を使用します。また、導入環境で膨大になり得る使
用可能なアクティブ コールとスペースの数を管理するために、拡張性を持たせることができる
ようになっています。 
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API は、LDAP サーバを追加、構成、変更するための LDAP サーバ アクセス メソッドを含みま
す。また、追加のテナント ID によりコールを検索するマルチテナントもサポートしています。
他の追加内容としては、スペース メッセージ ボードへの投稿機能、アクティブ コール レッグ
のセットをフィルタ処理して「アラーム」条件（パケット損失や過剰なジッターなど）が発生
しているものに絞り込む機能、システム全体のステータス値を取得する機能などがあります。 

マルチテナントとは、サービス プロバイダーの導入環境の要件に従って、ソリューション内で
ユーザ グループを完全にセグメント化できることを意味します。たとえばユーザが設定済みの
同じ顧客グループ内でのみ、会議を実施し、ユーザをスペースに割り当て、ディレクトリ検索
を行うことができるよう設定できます。 

詳細については、『Cisco Meeting Server API Reference Guide』を参照してください。 

 
1.3 シスコのライセンス 
Cisco Meeting Server のアクティベーション キーとライセンス、およびシスコのユーザ ライ
センスが必要です。シスコのライセンスの購入と割り当てについては、セクション 1.3.3 お
よびセクション 1.3.4 を参照してください。 

 
1.3.1 Cisco Meeting Server のライセンスとアクティベーション キー 

Meeting Server を使用するには、次のアクティベーション キーまたはライセンスが必要です。 

 Call Bridge 

 ブランド表示 

 記録 

 ストリーミング 

 XMPP のライセンス アクティベーション キー（ソフトウェアに含まれるようになりました） 

アクティベーション キーについては、第 2 章で説明します。 
 
1.3.2 シスコのユーザ ライセンス 

コール マルチパーティ ライセンスは Cisco Meeting Server に使用されるプライマリ ライセン
ス モデルです。Acano キャパシティ ユニット（ACU）を購入することもできますが、マルチ
パーティ ライセンスと同じ Call Bridge では使用できません。ACU をマルチパーティ ライセン
スに移行する必要がある場合は、シスコのセールス担当者にお問い合わせください。 

マルチパーティ ライセンスには、ネームド ホスト ライセンスを提供する個人マルチパーティ 
プラス ライセンス（PMP プラス）ライセンスと、共有ホスト ライセンスを提供する共有マル
チパーティ プラス（SMP プラス）ライセンスの 2 種類があります。個人マルチパーティ プラ
ス ライセンスと共有マルチパーティ プラス ライセンスは、同じサーバで使用できます。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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1.3.2.1 個人マルチパーティ プラス ライセンス 

個人マルチパーティ プラス ライセンス（PMP プラス）は、ビデオ会議を頻繁に主催する特定
のユーザに対して、ネームド ホスト ライセンスを個別に割り当てます。このライセンスは、
Cisco UWL Meeting（PMP plus を含む）を通じて購入できます。個人マルチパーティ プラス
は、ビデオ会議向けのオールインワン ライセンスです。（導入されている Cisco Meeting 
Server ハードウェアの制限内である限り）主催できる会議の参加者数に制限はありません。会
議には、任意のエンドポイントから誰でも参加できます。ライセンスでは、フル HD 1080p60 
品質までのビデオ、オーディオ、およびコンテンツ共有がサポートされています。 

 

注：リリース 2.1 より前は、アドホック会議に PMP プラス ライセンスは使用されませんでし
た。2.1 以降はアドホック会議の開催者を特定することができ、開催者に PMP プラス ライセ
ンスが割り当てられている場合は、そのライセンスが会議に使用されます。 

 
1.3.2.2 共有マルチパーティ プラス ライセンス 

共有マルチパーティ プラス（SMP プラス）では同時ライセンスが提供されており、ビデオ会議
を主催する頻度が低い複数のユーザが共有できます。SMP は、ルーム エンドポイントの購入時
に UCM TP Room Registration ライセンスと共に割引価格で購入するか、あるいは個別に購入
することができます。共有マルチパーティ プラスは、Cisco UWL Meeting ライセンスを持たな
いすべての従業員が、ビデオ会議へのアクセスに使用できます。これは、導入しているルーム 
システムが多数の従業員によって共有される場合に最適です。Cisco UWL Meeting ライセンス
の有無にかかわらず、すべての従業員が同じ機能を活用できます。たとえば、各自のスペース
で会議を主催したり、アドホック会議を立ち上げたり、会議の予定を作成したりすることがで
きます。共有ホスト ライセンスごとに 1 つの同時ビデオ会議がサポートされます。（導入され
ているハードウェアの制限内である限り）参加者数の制限はありません。各共有マルチパー
ティ プラス ライセンスには、Cisco Expressway 向けリッチ メディア セッション（RMS）ラ
イセンスが 1 つ含まれています。このライセンスを使用して、Business-to-Business（B2B）
ビデオ会議を実行できます。 

 
1.3.2.3 Cisco Meeting Server キャパシティ ユニット 

Acano キャパシティ ユニット（ACU）は Cisco Meeting Server キャパシティ ユニットに名称
変更されました。各キャパシティ ユニット（CU）は、12 の音声ポート、または Meeting 
Server ソフトウェアへの以下の数の同時メディア ストリームに対応しています（CU ソフト
ウェア ライセンスの契約条件についてはこちらを参照してください）。 

 

https://www.acano.com/software-license-terms/
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表 1： キャパシティ ユニット ライセンス 
 
メディア 
ストリーム 

キャパシティ ユニットあたりのラ
イセンス数 

コール レッグごとに必要なライセンス数 

1080p30 0.5 2 

720p30 1 1 

480p30 2 0.5 
 

各 CU により、少なくとも 1 人のビデオ参加者がいる会議ごとに、コンテンツを共有できる権
限もライセンス取得者に付与されます。詳細については、CU ライセンスの契約条件を参照して
ください。 

 
1.3.3 シスコのユーザ ライセンスの取得 

シスコと契約されているお客様 

1. シスコの e-コマース ツールを使用してアクティベーション キーとライセンスを購入します。 

「PAK」コード、および PAK コードと Meeting Server の MAC アドレスを登録する必要が
ある Web サイトの URL が記載された電子メールが届きます。 

2. サーバの MMP にログインして Meeting Server の MAC アドレスを取得し、コマンド 
iface a を入力します。 

 
注：これは VM の MAC アドレスです。VM がインストールされているサーバ プラット
フォームの MAC アドレスではありません。 

 

3. PAK コードと Meeting Server の MAC アドレスを登録します。 

4. 電子メールでライセンス ファイルが 1 つ届きます。ライセンス ファイルを転送する前また
は転送するときに、ファイル名を cms.lic に変更します。 

5. SFTP を使用して、Meeting Server の MMP にライセンス ファイルを転送します。 

a. MMP コマンド iface a を使用して MMP の IP アドレスを確認します。 

b. SFTP クライアントを MMP の IP アドレスに接続し、MMP 管理者ユーザのクレデン
シャルを使用してログインします。 

6. Call Bridge を再起動します。 
 
1.3.4 ユーザへの個人マルチパーティ ライセンスの割り当て 

次の手順に従って、マルチパーティ ライセンスを Meeting Server に適用します。 
 
注：この手順では、単一の LDAP ソースからインポートされるユーザが、全員ライセンスを
持っているか、全員ライセンスを持っていないかのいずれかである必要があります。 
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1. userProfile（POST/userProfiles）を新規に作成するか、既存の userProfile（PUT 
to/userProfiles/<user profile id>）を更新します。この userProfile に関連付けられている
ユーザがシスコのユーザ ライセンスを持っている場合、[ライセンスを所有
（hasLicence）] フィールドを [はい（true）] に設定します。 

また、userProfile に関連付けられているユーザが マルチパーティ ライセンスを持ってい
ない場合は、[ライセンスを所有（hasLicence）] フィールドを [いいえ（false）] に設定
します。[ライセンスを所有（hasLicence）] フィールドを設定しないと、デフォルト設定
の [いいえ（false）] が選択されます。 

2. ldapSource を作成するか（/ldapSources を POST する）、userProfile id パラメータを
使用して既存の ldapSource を更新します（/ldapSources/<ldap source id> に PUT す
る）。それにより、手順 1 で作成した userProfile と適切な LDAP ソースが関連付けら
れます。 

3. ldapSource id パラメータが指定された POST /ldapSyncs は、LDAP ソースに同期されま
す。インポートされたすべてのユーザは、指定された userProfile に関連付けられます。 

 
特定のユーザがライセンスを持っているかどうかを確認するには、GET /users/<user id> を使
用して、このユーザに関連付けられている userProfile を取得します。 

 
注：userProfile を削除すると、その userProfile は ldapSource およびインポートされたユー
ザに対して設定解除されます。 

 
1.3.5 シスコ マルチパーティ ライセンスの割り当ての仕組み 

スペースで会議を開始すると、シスコのライセンスがそのスペースに割り当てられます。
Meeting Server がどのライセンスを割り当てるかは、次のルールによって決まります。 

 シスコ PMP プラス ライセンスを持つ 1 人以上のメンバーがスペースに参加している場合
は、いずれかのライセンスが使用されます。 

 上記に該当しない場合、スペースを作成したユーザ（所有者）がシスコ PMP プラス ライセ
ンスを持っていれば、所有者のライセンスが割り当てられます。 

 上記に該当しない場合、シスコ SMP プラス ライセンスがあれば、これが割り当てられます。 
 
1.3.6 シスコ マルチパーティ ライセンスの使用の決定 

次のオブジェクトとフィールドが API に追加され、管理でマルチパーティ ライセンスの使用を
決定できるようになりました。 

 新しい /system/licensing オブジェクト（Meeting Server のコンポーネントにライセンスが
あるかどうか、および有効化されているかどうかを管理で特定できるようにする） 

 新しい /system/multipartyLicensing オブジェクト（使用可能なライセンスと使用中のライセ
ンスの数を返す） 
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 新しい /system/multipartyLicensing/activePersonalLicenses オブジェクト（個人マルチパー
ティ プラス ユーザ ライセンスを使用しているアクティブ コールの数を示す） 

 新しい userProfile フィールド（LDAP 同期の一部） 

 userProfile の新しい hasLicense フィールド（ユーザがライセンスを持っているかどうかを
示す） 

 各 /coSpace オブジェクトの新しい ownerId および ownerJid フィールド（該当する場合、
ownerId フィールドにはこの coSpace を所有しているユーザの GUID、ownerJid にはユー
ザの JID が格納される） 

 
注：/coSpace オブジェクトを POST または PUT するときに、フィールド ownerJid を使用
して所有者が設定されます。/coSpace を GET すると、ユーザの ownerJid と ownerId の両
方が返されます。 

 
 
シスコ マルチパーティ ライセンスをサポートするこれらの追加オブジェクトおよびフィールド
の詳細については、『Cisco Meeting Server API Reference Guide』を参照してください。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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2 導入の基本概念 
 
SIP エッジに関する注意点：Cisco Expressway X8.9 は、ネットワークのエッジで実行され
る、Cisco Meeting Server との SIP トラフィックのトラバーサルをサポートします。 

Expressway によって提供される SIP エッジ サポートを評価することをお勧めします。今後の
リリースでは、Meeting Server の SIP エッジ機能は廃止されます。 

 
この章では、スケーラブルで復元力のあるサーバ導入環境に Meeting Server を導入するための
基本概念を概説しています。図 3 および図 4 に標準的な導入を示します。 

 
図 3： 単一結合サーバ導入環境で Acano X シリーズ サーバを使用した Meeting Server 導入の例 
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図 4： 分割サーバ導入環境で Acano X シリーズ サーバを使用した Meeting Server 導入の例 
 

 
 
 

（注） 
 Meeting Server には、録画機能とストリーミング機能が備わっています。単に機能を評価
する場合は、Call Bridge と同じサーバ上のレコーダー/Streamer のみを有効にしてくださ
い。通常の展開では、Call Bridge と異なるサーバ上のレコーダー/Streamer を有効にしま
す。同じ Meeting Server にレコーダーと Streamer を展開する場合は、両方の使用に合わ
せてサーバの規模を調整する必要があります。録画の詳細については第 13 章、ストリーミ
ングの詳細については第 14 章を参照してください。 

 Meeting Server は H.323 ゲートウェイを備えています。このゲートウェイは、Call Bridge 
とのみ組み合わせることを意図しています。セクション 2.7 に示した簡潔な概要を除き、こ
のドキュメントでは H.323 ゲートウェイについて説明していません。詳細については、
『H.323 Gateway Deployment Guide』を参照してください。 

 バージョン 2.0.4 から、TURN サーバが使用するポートが変更されました。セクション 3.7 
を参照してください。 

 
2.1 Call Bridge 
Call Bridge は、複数の参加者が Meeting Server または Lync AVMCU 上でホストされた会議に
参加できるように会議の接続をブリッジする、Meeting Server のコンポーネントです。Call 
Bridge による音声ストリームやビデオ ストリームの交換により、参加者はお互いの声を聞き、
姿を見ることができます。 

スケーラブルで復元力のある導入環境では、Call Bridge をクラスタ化できます。これにより、
複数の Call Bridge が単一のエンティティとして動作し、1 つの Call Bridge の容量を超えて拡
張することが可能です。クラスタ内の Call Bridge は、ピアツーピアにリンクするように設定し
たり、クラスタ化した Call Bridge 間でコール制御デバイスを経由してコールをルーティングす
るように設定したりできます。詳細については、「Call Bridge のクラスタリング」を参照して
ください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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2.1.1 Call Bridge のアクティベーション キー 

アクティベーション キーによって、Call Bridge をメディア コールに使用できます。アクティ
ベーション キーを次の場所にインストールする必要があります。 

 Cisco Meeting Server 1000 

 Cisco Meeting Server ソフトウェアがインストールされ、結合サーバ導入（すべてのコン
ポーネントが同じサーバ上に存在する）として設定された VM サーバ 

 Cisco Meeting Server ソフトウェアがインストールされ、分割サーバ導入の Core サーバと
して設定された VM サーバ 

 
コールを発信するには、Call Bridge を有効化する必要があります。製品を評価するためにデモ 
ライセンスが必要な場合は、シスコのセールス担当者またはシスコ パートナーにお問い合わせ
ください。 

Acano X シリーズ サーバにアクティベーション キーは必要ありません。Edge サーバとして設
定された VM には、Call Bridge のアクティベーション キーは不要です。 

 
注：Call Bridge のクラスタを導入する場合は、クラスタ内の各 Call Bridge 用にライセンス 
ファイルが必要です。ライセンス ファイルの購入時には、アクティベーションが必要な Call 
Bridge をホストしている各サーバの MAC アドレスを要求されます。これは VM のインター
フェイス A の MAC アドレスです。VM がインストールされているサーバ プラットフォームの 
MAC アドレスではありません。ライセンス ファイルの名前にこの MAC アドレスが含まれて
いるため、サーバにロードする適切なライセンス ファイルを識別できます。ライセンス ファ
イルをアップロードする前に、ファイル名を cms.lic に変更してください。 

 

ライセンス ファイルのアップロード後にライセンスを適用するには、Call Bridge を再起動する
必要があります。ただし、再起動する前に、Call Bridge 証明書と、Call Bridge がリッスンする
ポートを設定する必要があります。これらの手順は Meeting Server 設定に含まれており、セク
ション 3.4 および『Certificate Guidelines for Scalable and Resilient Server Deployments』で
説明しています。 

有効な cms.lic ファイルがアップロードされるまで、Web 管理インターフェイスにはバナー
「この CMS は評価モードで実行されています。ライセンスが付与されるまでコールは不可能で
す（This CMS is running in evaluation mode; no calls will be possible until it is licensed）」が
表示されます。ライセンス ファイルをアップロードすると、バナーが削除されます。 

 

 

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


2 導入の基本概念 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 20 

2.2 Web Bridge 
WebRTC アプリケーションを使用する場合は、Web Bridge の有効化と設定が必要です。「Web 
Bridge の設定」および「Web Bridge の導入」を参照してください。WebRTC クライアント
は、HTML5 準拠のブラウザで機能し、ビデオと音声に WebRTC 標準規格を使用します。テスト
済みデバイスのリストについては、こちらで Meeting Server FAQ を参照してください。Web 
Bridge を使用するのにアクティベーション キーは不要ですが、Call Bridge を有効にする必要が
あります。会議参加時のユーザ エクスペリエンスをカスタマイズする場合、必要となるカスタ
マイズのレベルによってはブランディング キーの購入が必要になる場合があります。 

 
2.2.1 カスタマイゼーション 

Meeting Server 2.1.2 以降、Meeting Server では再設計された Web Bridge 2.0 をサポートして
いません。代わりに、WebRTC アプリケーションへのログイン ページの背景イメージをブラン
ド変更できる Web Bridge 1.9 をサポートしています。 

API を使用して次の機能をカスタマイズできます。 

 WebRTC アプリケーション ランディング ページの [参加（Join）] ペインの色 

 WebRTC アプリケーションの背景イメージとロゴ（複数の Web Bridge を使用する場合） 

 IVR メッセージ 

 SIP/Lync コール メッセージ 

 会議に参加するための招待状に表示されるテキスト 
 
次の機能には、シスコの e-コマース ツールを使用して購入するブランディング キーが必要で
す。ブランディングには 2 つのレベルがあります。 

 API による単一ブランド：リソースのセットを 1 つだけ指定できます（1 つの WebRTC ペー
ジ、1 セットの音声プロンプトなど）。これらのリソースはすべてのスペース、IVR、および 
Web Bridge に使用されます。 

 API による複数ブランド：さまざまなリソースを異なるスペース、IVR、および Web Bridge 
に使用できます。これらのリソースは、システム、テナント、またはスペース/IVR レベルで
割り当てることができます。 

 
このレベルのカスタマイズを開始するための API の使用例については、『Customization 
Guidelines（カスタマイズのガイドライン）』を参照してください。 

 

http://kb.acano.com/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content
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2.3 TURN サーバ 
TURN サーバで提供されるファイアウォール トラバーサル技術により、Meeting Server をファ
イアウォールまたは NAT の背後に導入できます。外部のシスコ ミーティング アプリケーショ
ンまたは SIP エンドポイントから導入環境に接続するには、TURN サーバを有効にする必要が
あります。「TURN サーバの導入」を参照してください。さらに、シスコ ミーティング アプリ
ケーションを使用する場合は、Call Bridge と外部クライアントによる TURN サーバへのアクセ
スを許可するように Web 管理インターフェイスを設定する必要があります。TURN サーバの使
用には、アクティベーション キーは不要です。 

TURN サーバは、ポート 443 と 3478 の両方で UDP および TCP の両方の接続をリッスンしま
す。TCP により送信されるメディアは、TLS を使用して暗号化されます。TURN サーバは 
TCP-to-UDP インターワーキングをサポートします（図 5 を参照）。ブラウザは TCP メディ
アを TURN サーバに送信できますが、TURN サーバは TCP メディアを標準 UDP メディアに変
換します。これは、ブラウザからの UDP トラフィックがブロックされたときに役立ちます。 

 
図 5： TCP と UDP をサポートする TURN サーバ 

 

 

バージョン 2.0.4 から、TURN サーバのデフォルト設定が変更されています。変更による導入環
境への影響は、結合サーバまたは分割サーバのいずれを導入しているかによって異なります。 

 
結合サーバ導入環境の TURN サーバは、ループバック インターフェイスでリッスンするように
設定する必要があります。詳細については、セクション 3.7 を参照してください。 

 
分割サーバ導入環境の TURN サーバは、以前のリリースではポート 443 でしたが、現在はポー
ト 3478 で Call Bridge からの TCP 通信をリッスンします。ファイアウォールの UDP ポート 
3478 および TCP ポート 3478 を開く必要があります。 
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2.4 XMPP サーバ 
シスコ ミーティング アプリケーションをご利用のお客様は、XMPP サーバ アプリケーション
を実行するサーバに XMPP ライセンスをインストールする必要があります。XMPP ライセンス
は Cisco Meeting Server ソフトウェアに含まれています。また、XMPP サーバと同じ Meeting 
Server で Call Bridge を有効化する必要があります。 

XMPP サーバは、WebRTC アプリケーションなどのシスコ ミーティング アプリケーションと
の間のシグナリングを処理します。PC、iOS（iPhone および iPad）、Mac、または WebRTC 
クライアント向けのシスコ ミーティング アプリケーションを使用する予定がない場合は、
XMPP サーバを有効にする必要はありません。XMPP サーバに関するセクションの確認は不要
です。 

 
2.4.1 シスコ ミーティング アプリケーションの導入 

 
注：Acano クライアントは、Meeting Server のドキュメントでは現在「シスコ ミーティング 
アプリケーション」と呼ばれています。 

 

 

シスコ ミーティング アプリケーションを使用する場合は、XMPP サーバ（結合導入）、または
ロード バランサ、トランク、および XMPP サーバ（分割導入）を有効にする必要があります。
「XMPP サーバの設定」、「XMPP サーバの導入」、および「トランクとロード バランサの導
入」を参照してください。 

 
2.4.2 XMPP の復元力 

Cisco Meeting Server は、マルチサーバ導入環境での XMPP の復元力をサポートします。
XMPP の復元力により、特定の XMPP サーバにアクセスできないクライアントに対するフェー
ルオーバー保護が実現します。 

復元力のあるモードで設定すると、導入環境内の XMPP サーバに同じ設定がロードされます。
それぞれが他のサーバの場所を把握し、サーバ間にリンクが確立されます。 

XMPP の復元力の詳細については、セクション 6.4 を参照してください。 

 
2.5 ロード バランサ 
ロード バランサは、分割導入環境において、シスコ ミーティング アプリケーションの単一の接
続ポイントとなります。これは、（XMPP クライアントの SRV レコードに記されているとお
り）外部インターフェイスとポートで着信接続をリッスンします。それと同時に、ロード バラ
ンサは、外部クライアントからの TCP 接続を多重化できる XMPP サーバからの着信 TLS 接続
を受け入れます。これにより、Core と Edge 間で TLS トランクが作成されます。 
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ロード バランサを使用するのにアクティベーション キーは不要ですが、Call Bridge を有効にす
る必要があります。 

以下の図は、分割導入環境でのシスコ ミーティング アプリケーション コール時の制御フローと
メディア フローの例を示しています。 

 
図 6： コール フロー図の例 
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上記の図で注意すべき点は、次のとおりです。 

 次のポートが開いている必要があります。 

o TURN サーバからシスコ ミーティング アプリケーションへの UDP ポート 3478 または 
TCP ポート443。Web Bridge と TURN サーバの両方でポート 443 を使用する場合は、そ
れらがサーバの別々のインターフェイス上に存在している必要があります。あるいは、
TURN サーバに別のポートを選択します。 

o 分割サーバ導入環境の Call Bridge から TURN サーバへの UDP ポート 3478 および TCP 
ポート 3478。バージョン 2.0.4 以降、TURN サーバのデフォルト設定が変更されました。 

TURN サーバは、以前のリリースで使用されていた TCP ポート 443 ではなく、TCP ポート 
3478 で Call Bridge からの通信をリッスンします。ポート 32768 ～ 65535 が内部ファイア
ウォールでブロックされると、TCP ポート 3478 と UDP ポート 3478 が使用されます。 

o Call Bridge から TURN サーバへの UDP ポート 50000 ～ 51000（メディア用）。TURN 
サーバと外部のシスコ ミーティング アプリケーションの間の範囲は 50000 ～ 51000 と
示されていますが、将来のリリースではさらに範囲が広くなり、32768 ～ 65535 となる
可能性があります。 

o Call Bridge から Web Bridge への TCP ポート 443（HTTPS）（ゲスト ログイン用）。Web 
Bridge は、WebRTC をサポートしない Web ブラウザ（Internet Explorer など）の使用時
に、シスコ ミーティング アプリケーションがゲスト ログインを検索するために必要です。 

 
 バージョン 2.0.4 以降、TURN サーバは、以前のリリースで使用されていた TCP ポート 443 
ではなく、TCP ポート 3478 で Call Bridge からの通信をリッスンします。UDP ポート 
3478 と TCP ポート 3478 は Meeting Server の内部にあるため、開く必要はありません。 

 内部クライアントはポート 5222 上で XMPP サーバに直接接続し、メディアはシスコ ミー
ティング アプリケーションと Call Bridge 間で直接接続します。 

 外部のシスコ ミーティング アプリケーションは、ロード バランサへの制御接続を確立しま
す（黒の線）。メディアはシスコ ミーティング アプリケーションから Call Bridge に直接接
続できます（赤の破線）。必要な場合には TURN サーバ経由で中継できます（赤の線）。 

 内部と外部のどちらのシスコ ミーティング アプリケーションも、接続に適した候補を検出し
て最善の接続先を選択するために、ICE/TURN を使用します。内部クライアントの場合、候
補は必ず内部ネットワーク上のローカル ホストになります。 

 メディア UDP トラフィックの通過（UDP ポート 32768 ～ 65535）、およびロード バラン
サと XMPP サーバの間のトランクを可能にするには、Core コンポーネントと Edge コン
ポーネントの間のファイアウォール上で必要なポートが開いている必要があります。Web 
Bridge はポート 443（オプションでポート 80）を使用します。 

 XMPP サービス用の、内部と外部で別個の SRV レコードを、XMPP サーバがリッスンする 
Core サーバ/仮想化サーバ上の 2 つのインターフェイス用に構成する必要があります。Call 
Bridge から XMPP への接続でも、XMPP サーバの内部アドレスを使用する必要があります。 
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2.6 データベース 
Call Bridge は、スペース情報（スペースのメンバー、スペースのメンバー間でやり取りされる
チャット メッセージ、スペース内の最近のアクティビティなど）を格納しているデータベース
に対して、読み取りと書き込みを実行します。 

スケーラブルで復元力のある導入環境では、データベースを Call Bridge から切り離して別のコ
ンポーネントとして実行できます。Call Bridge と同じサーバまたは別のサーバのどちらでも、
データベースを保持することができます。データベースの複数のインスタンスをまとめてクラ
スタ化し、導入環境での復元力を実現できます。データベースのクラスタリングの詳細につい
ては、第 4 章を参照してください。 

 
2.7 H323 ゲートウェイ 
H.323 ゲートウェイにより、Call Bridge に接続するための H.323 コールを行うことができま
す。H.323 ゲートウェイはファイアウォール トラバーサルまたはコール制御は提供しないの
で、それらの機能を実行するために H.323 ゲートキーパーを導入することを推奨します。
H.323 ゲートウェイを有効にすると、以下のコールを発信できます。 

H.323 コール > H.323 ゲートウェイ > スペース 

H.323 コール > H.323 ゲートウェイ > Call Bridge > Lync 

H.323 コール > H.323 ゲートウェイ > Call Bridge > SIP デバイス 

H.323 コール > H.323 ゲートウェイ > Call Bridge > シスコ ミーティング アプリケーション 

H323 ゲートウェイは、Call Bridge と同じサーバ上で有効にすることも、別のサーバ上で有効
にすることもできます。デフォルトでは、H.323 ゲートウェイはポート 6061 を使用します。 

詳細については、『H.323 Gateway Deployment Guide』を参照してください。 

 
2.8 SIP トランクとルーティング 
Meeting Server では、1 つ以上の SIP コール制御、音声コール制御、および Lync フロントエン
ド（FE）サーバから SIP トランクをセットアップする必要があります。相互運用性を保つために 
XMPP サービスまたは Web Bridge サービスを必要とするコールが Meeting Server にルーティ
ングされるよう、これらのデバイスでコール ルーティング設定を変更する必要があります。 

Meeting Server は、ローカル ファイアウォールの SIP および Lync コール トラバーサルをサ
ポートしています。ただしこれはベータ機能であるため、実稼働環境では使用しないでくださ
い。詳細については、第 12 章を参照してください。 

 

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


2 導入の基本概念 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 26 

2.9 Lync クライアントのサポート 
Skype for Business クライアント、および Skype for Business サーバまたは Lync 
2010/2013 サーバに接続された Lync 2010 クライアントと Lync 2013 クライアントを使用
できます。 

Meeting Server は以下を使用します。 

 最大で 1080p の、2010 Lync Windows クライアントと 2011 Lync Mac クライアントを持
つ、RTV コーデック トランスコーディング。 

 2013 Lync Windows クライアントと Skype for Business クライアントを持つ、H.264 コー
デック。 

 
Meeting Server は、さまざまなバージョンのクライアントが混在して接続される場合には、
RTV と H.264 の両方のストリームを提供します。 

Lync 2010/2013 クライアントと Skype for Business クライアントは、コンテンツを共有でき
ます。Meeting Server は、コンテンツをネイティブ Lync RDP から会議の他の参加者が使用す
るビデオ形式に変換し、別個のストリームとして送信します。Lync クライアントと Skype for 
Business クライアントも、RDP ストリームによりコンテンツを受信し、それをメイン ビデオ
とは別に表示できます。 

 
Lync FE サーバは、Lync エンドポイントから発信されたコールを SIP ビデオ エンドポイントに
ルーティングする（つまりコールを、SIP ビデオ エンドポイント ドメイン内の宛先を指定して 
Call Bridge にルーティングする）ように構成された、信頼できる SIP トランクが必要です。 

SIP コール制御は、SIP ビデオ エンドポイントが Lync/Skype for Business クライアントを呼び
出せるように、コールの宛先を Lync/Skype for Business クライアント ドメインから Call 
Bridge に構成変更してルーティングすることが必要です。 

ダイヤル プランは、Lync/Skype for Business コールを、それら 2 つのドメイン間で双方向に
ルーティングします。 

Meeting Server には、ファイアウォール外部にある Lync/Skype for Business クライアントが
スペースに参加できるように、Lync Edge のサポートが組み込まれています。 

デュアルホーム会議機能により Meeting Server の Lync AVMCU との通信方法が改善され、
Lync/Skype for Business ユーザとシスコ ミーティング アプリケーション ユーザ双方の会議エ
クスペリエンスが向上しています。デュアルホーム会議の場合、会議のルックアップ用に 
Meeting Server の Lync Edge サーバ設定で Lync Edge の設定を行う必要があります。すでに
オンプレミス Lync 導入環境または Lync フェデレーション導入環境を Meeting Server 導入環
境と併用している場合は、Meeting Server 上での追加設定は不要です。新規に導入する場合
は、Lync Edge サーバを使用するように Meeting Server を設定する必要があります。セクショ
ン 11.6 を参照してください。 
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Lync/Skype for Business の会議参加者のエクスペリエンスを向上させる機能については、以下
を参照してください。 

 FAQ on the improvements in meeting experience for Lync participants 
 FAQ on dual homed conferencing 
 FAQ on RDP support 
 FAQ on multiple video encoder support 

 
2.10 会議の録画 
Meeting Server のレコーダー コンポーネントにより、会議を録画し、録画内容をネットワーク 
ファイル システム（NFS）などのドキュメント ストレージに保存できるようになります。 

 
2.10.1 録画用のライセンス キー 

録画は、1 つのライセンスで 1 つの同時録画が許可されるライセンス キーによって制御されま
す。ライセンスは、レコーダーをホストしているサーバではなく、レコーダーに接続している 
Call Bridge をホストするサーバ（Core サーバ）に適用します。 

 
注：レコーダーの実稼働での使用には、少なくとも 4 つの物理コアと 4 GB を搭載した専用 
VM で実行する導入環境が推奨されます。このような導入環境では、レコーダーは物理コアあ
たり 2 つの同時録画をサポートするため、最大で 8 つの同時録画が可能です。 

 

 

録画ライセンス キーを購入するには、次の情報が必要です。 

 同時録画の数 

 Call Bridge をホストするサーバ上のインターフェイス A の MAC アドレス 

シスコの e-コマース ツールを使用して録画ライセンス キーを購入できます。 

 
2.11 会議のストリーミング 
Streamer コンポーネントにより、スペースで開催される会議をそのスペースに設定されている 
URI にストリーミングできるようになります。 

外部ストリーミング サーバは、この URI でリッスンするように設定する必要があります。設定
すると、外部ストリーミング サーバによってライブ ストリーミングをユーザに提供したり、後
で再生するためにライブ ストリームを録画したりすることができます。 

 

注：Streamer を使用できる、標準規格に準拠したストリーミング サーバは複数ありますが、
外部ストリーミング サーバとして VBrick をサポートしているのはシスコだけです。 

 

http://kb.acano.com/content/10/252/en/what-user-experience-improvements-are-provided-by-server-release-18-for-participants-in-lync-meetings.html#content
http://kb.acano.com/content/10/253/en/what-is-dual-homed-conferencing.html#content
http://kb.acano.com/content/10/254/en/what-is-rdp-transmission.html#content
http://kb.acano.com/content/10/255/en/what-is-multiple-video-encoder-support.html#content
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2.11.1 ストリーミング用のライセンス キー 

ストリーミング用のライセンスは、Streamer をホストしているサーバではなく、Call Bridge を
ホストしている Meeting Server に 1 つ以上ロードする必要があります。1 つの「録画」ライセ
ンスで 1 つの同時ストリーミングまたは 1 つの録画がサポートされ、既存の録画ライセンスに
よりストリーミングが可能になります。バージョン 2.1 以降では、1 つの録画/ストリーミング 
ライセンスまたは追加ポートを含むスターター キットを使用できます。ライセンスについて
は、シスコのセールス担当者またはパートナーにお問い合わせください。 

 
2.12 診断とトラブルシューティング 
Syslog サーバの使用に加え、Web 管理インターフェイスの [ログ（Logs）] > [詳細なトレー
ス（Detailed tracing）] ページを使用して追加の SIP トレースを有効にすることもできます。
これらのログは、SIP エンドポイントのコール セットアップ障害問題の調査に役立てることが
できます。ただしそれ以外の場合は無効にしておいてください。必要以上に長い冗長ロギング
を避けるために、自動シャットオフ時間として 1 分後、10 分後、30 分後、24 時間後を選択
できます。トラブルシューティング情報の詳細については、当社の Web サイトで Meeting 
Server サポートの FAQ をご覧ください。 

ログイン試行の失敗に関する診断には、次の情報が含まれます。 

 ログインに関連するイベント ログ メッセージに含まれる遠端の IP アドレス 

 失敗ログイン（ユーザ名は削除）およびログイン セッション タイムアウトに対して生成され
る監査メッセージ（正常なログインに対しても生成されます） 

 
2.13 拡張性と復元力に関する要約 
拡張性と復元力を備えるには、次の組み合わせを使用して Meeting Server を導入します。 

 複数の結合サーバ（仮想サーバ、Acano X シリーズ サーバ、または組み合わせ）。これらの
サーバの配置は要件によって異なります。可能であれば各 Point of Presence に 1 台のサー
バを配置します（ただし要件ではありません）。 

大規模な導入に拡張する場合、すべてのインスタンスですべてのコンポーネントを有効にす
る必要はありません（常に推奨されるわけでもありません）。後で詳しく説明します。 

 複数の Edge サーバ/Core サーバ（仮想サーバ、Acano X シリーズ サーバ、または組み合わ
せ）。これらの Edge サーバと Core サーバの配置は要件によって異なります。可能であれば 
Core サーバと Edge サーバを同じデータセンターに配置します（ただし要件ではありません）。 

 大規模な分割導入環境で、Edge サーバと Core サーバを同数にする必要はなく、特に推奨も
されていません。たとえば、1 つの Call Bridge で複数の Web Bridge を制御できます。これ
らの Web Bridge には、複数の別のユニットに解決される可能性がある単一の DNS 名を使っ
て外部から到達できる場合があります。 
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2.13.1 複数の「結合」サーバを使用した例 

Meeting Server を導入するためのトポロジは多数あります。以下に示すトポロジは簡単な例で
すが、復元力および単一のホスト サーバ ソリューションの倍の容量を提供します。 

 
図 7： 拡張性と復元力を備えた最も単純な構成 

 

 
 

この導入では、2 台のホスト サーバでそれぞれすべてのコンポーネントがニューヨークのサー
バ上の XMPP サーバから独立した状態で有効になっています。また、3 台目のホスト サーバと
して、データベースのみが配置された仮想（VM）ホストが示されています。3 台目のホストは
他のどのサーバとも違うサイトに配置することが理想的です。これにより、いずれかのサイト
が完全に停止する事態に対処できます。次にデータベース VM ホストに関する推奨事項を示し
ます。 

 ハイパースレッディングを有効にする。 

 デフォルトの ESXi システム パラメータを変更しない。 
 
注：2 つのノードのデータベース クラスは、復元力を向上させるのではなく低下させることにな
るため、作成しないでください。使用するノードの数を奇数にすると、ネットワーク パーティ
ションの場合の復元力が向上します。3 台以上のデータベース ノードの稼働が推奨されます。 

 

 

このような実装により、以下を実現できます。 

 地理的な場所の検討 

 復元力（コール開始時にいずれかのコンポーネントが利用できない状態でも、その「パート
ナー」が使用されるため） 
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同様に、コンポーネントがコール中に使用できなくなると、コールはこのコンポーネントを
使用している PC/WebRTC クライアントをすべてドロップします。参加者が再度コールした
場合は、新しいルートによる新規コールが確立され、参加者は新しいルートを意識すること
なくコールに再度参加できます。 

 拡大縮小（両方の Call Bridge をシームレスに使用することで可能） 

 
図 7 の注意点： 

 セクション 4.3 の説明に従い、MMP を使用して 3 台のデータベース サーバがクラスタ化さ
れています。クラスタ化したデータベースの内容は同期されています。 

 各データベースは、いずれかの Call Bridge と同じサーバ（ほとんどの導入で推奨）、個別の
仮想サーバ、または前の図に示したような結合サーバに配置できます。 

 
（注） 
複数の Core サーバを使用した大規模な導入環境では、すべての Call Bridge にデータベー
ス インスタンスを用意する必要はありません。むしろ、Point Of Presence（POP）ごとに 
1 つのデータベース インスタンスが推奨されます（たとえば、物理アクセスを制御するには
世界中に Call Bridge が必要な場合に、ローカル データセンターにデータベースを配置でき
ます）。 

 

 2 つの Call Bridge は、「Call Bridge の導入」の説明に従い、Web 管理インターフェイスを
使用してクラスタ化されています。また、これらは他のホスト サーバ上の TURN サーバと 
Web Bridge、およびロンドンのホスト上の XMPP サーバを認識します。さらに、データ
ベース クラスタに接続して読み取りおよび書き込みも行います。 

各 Call Bridge は、自身がホストしているコール レッグの CDR を提供します。各 CDR は
スペース ID を識別するため、同じスペース ID のコールを集めることで、さまざまな Call 
Bridge 上の同じ会議を特定できます。 

 
注：クラスタ化された Call Bridge は、クラスタ化されていない Call Bridge と同じデータ
ベース（またはデータベース クラスタ）を使用できません。 

 
 2 つの Web Bridge は、付録 E.2 の説明に従い、API を使用して設定されています。 

 Web Bridge サービスは、外部の DNS A レコードを 1 つ利用するように設定できます。
ただし、Call Bridge 上で Web Bridge を設定する際は、Call Bridge で設定する各 Web 
Bridge に一意のホスト名または IP アドレスが必要です。これにより、すべての Call 
Bridge が各 Web Bridge を一意に識別できるようになります。 
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 TURN サーバは、付録 E.4 の説明に従い、API を使用して設定されています。 
 

 TURN サーバは、ホスト名（DNS で複数のサーバに解決される可能性がある 1 つのホス
ト名）または IP アドレスを使って設定できます。この設定は、共有データベースに保存
されます。 

 シスコ ミーティング アプリケーションは、XMPP サーバへの接続を使用して、バックグ
ラウンドで TURN サーバを常にモニタリングします。コールを開始すると、使用可能な 
TURN サーバのリストがクライアントに送信されますが、各インターフェイスに最適な 
TURN サーバがすでに選択されているため、コールへの参加時に TURN サーバの選択で追
加の遅延が発生することはありません。シスコは、使用するアルゴリズムを変更および改
善する権利を保持します。 

 XMPP サーバは、「XMPP サーバの設定」の説明に従い、MMP を使用して設定されてい
ます。 

 

注：各 XMPP サーバが他の XMPP サーバと異なるドメインにある場合は、導入環境に複数の 
XMPP サーバを配置することができます。単一の XMPP サーバで複数の XMPP ドメインをホ
ストできます。たとえば、example.com と example.org の両方を同じ Meeting Server 上に置
くことができます。XMPP マルチドメインの設定の詳細については、セクション 6 を参照して
ください。 

 

図 7 の接続を示したものが図 8 です。 
 
図 8： 単純な導入の接続 
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2.13.2 分割導入と地理的分散を使用した例 

シスコ ミーティング アプリケーションには、XMPP サーバへの永続的接続が必要です。セキュ
リティ上の懸念がある場合は、XMPP サーバを Core サーバ上で実行し、ロード バランサを 
Edge サーバ上で実行して、クライアントに永続的接続を提供してください。図 9 は、拡張性と
復元力を備えるためにコンポーネントを再配置した単一分割導入の構図です。XMPP サーバを 
Core サーバに移動し、Edge サーバにロード バランサを配置しました。 

 
図 9： Core サーバ上に XMPP サーバを配置した分割 Core/Edge サーバ 

 

 

 ロード バランサは、シスコ ミーティング アプリケーションおよび XMPP サーバの単一の接
続ポイントとなります。これは、（XMPP クライアントの SRV レコードに記されているとお
り）外部インターフェイスとポートで着信接続をリッスンします。それと同時に、ロード バ
ランサは、外部クライアントからの TCP 接続を多重化できる XMPP サーバからの着信 TLS 
接続を受け入れます。これにより、Core と Edge 間で TLS トランクが作成されます。複数
の Edge サーバで XMPP サーバへのトランクを作成できます。 

ロード バランサにライセンスは必要ありません。 

 Web Bridge と Call Bridge は DNS A レコードを使用して設定されており、XMPP サーバに 
XMPP SRV レコードが関連付けられています。 

 Core サーバ上の Call Bridge と、Edge サーバ上の Web Bridge および TURN サーバの間の
接続には、以前のリリースと同じポート（それぞれ、443 および 3478）が使用されます。 

 

この導入はさまざまな方法で拡大縮小できます。図 10 の例を参照してください。現在は香港の 
Core サーバがデータベースをホストし、ニューヨークとロンドンは外部データベースを使用し
ています。 
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図 10： マルチ Core/Edge サーバ導入 
 

 
 
2.13.3 データベース クラスタリング 

データベース クラスタに関する注意点： 

 データベース クラスタ ピア間のすべてのデータベース間通信は、セキュリティを確保するた
めに SSL を使用して処理されます。 

 データベース クラスタ内では、すべての Call Bridge が常に 1 つのデータベース（「マス
ター」）を使用します。すべての読み取りと書き込みがこのデータベース インスタンスで実
行されます。 

 復元力を得るために、このマスター データベースの内容が「スレーブ/ホットスタンバイ」に
複製されます。これについては、第 4 章の図に示されています。 

 マスターに障害が発生した場合は、スレーブ データベースが新しいマスターに「昇格」さ
れ、他のスレーブは新しいマスター データベースに再登録します。障害から復旧した以前の
マスターは自身をスレーブとして割り当て、新しいマスターに登録します。 

 マスター データベースの電源が損失すると、そのデータベースは起動時にスレーブとして
復帰します。 

 マスター データベースとのすべてのネットワーク接続が切断されると、接続が回復したと
きにそのデータベースはスレーブになります。 

 ネットワーク パーティションが発生した場合、クラスタ内の全データベースの過半数を認識
できるデータベースのみが、マスター データベースに昇格する対象と見なされます。同様
に、過半数のクラスタ データベースを認識できない既存のマスターはスレーブに降格されま
す。これにより、複数のマスターが作成されることがなく、クラスタ全体でデータベースの
内容の一貫性が維持されます。 
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 ネットワークが分割されて過半数のサーバを含む部分がない場合は、セキュリティを確保す
るため、データベース クラスタはマスターが含まれていない状態になります。クラスタに含
まれるノードが偶数である場合、またはネットワークが 3 つ以上の切断された部分に分割さ
れた場合にも、この状況が発生する可能性があります。 

 
注意：マスターを選出できない場合、システム管理者はクラスタを再初期化する必要があり
ます。再初期化は、「データベースの設定」に記載されている初期化および接続の手順に
従って実行できます。2 つのデータベースでクラスタを作成できますが、この理由により、
データベース クラスタリングを使用する場合は 3 つ以上のデータベースを使うことが推奨
されます。 

 

 Call Bridge がスレーブ データベースのみを認識できる場合、動作（スレーブ データベース
からの読み取り）は継続されますが、データベースの書き込みは実行できません。これに
は、API を使用した変更操作、シスコ ミーティング アプリケーションを使用したスペースの
変更、XMPP 経由のログイン、および LDAP 同期が含まれています。SIP コールは通常どお
り動作します。 

 Call Bridge とデータベースが通信するには、両者が互換性のあるデータベース スキーマを実
行している必要があります。単一ノード（非クラスタ化）システムでは、Call Bridge が最初
に起動するときに、自動的にデータベース スキーマが最新バージョンにアップグレードされ
ます。ただしクラスタ化システムでは、「データベース スキーマのアップグレード」で説明
されているように、アップグレードのタイミングをより詳細に制御できるよう、このプロセ
スは手動で行われます。 

 重要な時間要素は次の 2 つです。 

 マスターが隔離された後にスレーブとして復帰するまでの時間：5 ～ 6 秒 

 マスターがダウン状態になった後でスレーブがマスターになるまでの時間：10 ～ 15 秒 
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3 MMP の設定 
Meeting Server コンポーネントは、MMP を使用して設定します。 

 
3.1 MMP と Web 管理インターフェイスのユーザ アカウントの作成と管理 
『Cisco Meeting Server Installation Guide』に従って、各 Meeting Server で MMP 管理者ユー
ザ アカウントをすでに作成済みである場合、追加のアカウントを設定する必要がなければ、次
のセクションに進んでください。Web 管理インターフェイスへのアクセスにも、同じアカウン
トを使用します。 

（MMP 管理者ユーザ アカウントがない場合は、導入環境に適したインストール ガイドに詳述
されている、緊急管理者リカバリ手順を実行する必要があります。） 

MMP の add user コマンド user add <account name> <role> を使用して、管理者レベル
権限を持つ MMP ユーザ アカウントを追加で作成できます。 

1. MMP に SSH でログインします。 

2. 管理者レベル ユーザ アカウントを追加します。以下に例を示します。 
user add adminuser2 admin 

3. このアカウントに使用するパスワードを 2 回入力して、アカウントの作成を完了します。 

ユーザはログイン時に新しいパスワードの設定を要求されます。 
 
注：追加の管理者ユーザ アカウントや他のロールを持つユーザ アカウントの設定など、すべて
の MMP コマンドを確認するには、『MMP Command Reference Guide』を参照してください。 

 
3.2 ソフトウェアのアップグレード 
Cisco Meeting Server 1000 および Acano X シリーズ サーバは、出荷時点で入手可能な最新リ
リースで出荷されますが、最新ではない場合もあります。同様に、数日前にソフトウェアをダウ
ンロードしている場合は、シスコの Web サイトでより新しいバージョンが入手可能かどうかを
確認し、入手可能である場合は、テストを開始する前にアップグレードすることを推奨します。
次の指示はすべてのタイプの導入に適用され、各 Meeting Server で確認する必要があります。 

1. 稼働している Meeting Server のバージョンを調べるには、MMP に SSH でログインして、
以下のように入力します。 
version 

2. アップグレードするには、まずシスコの Web サイトから適切なソフトウェア ファイルをダ
ウンロードします。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-guides-list.html
https://www.acano.com/support/documentation#server
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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注：必ず導入のタイプに適した正しいイメージ ファイルをインストールしてください。こ
れは仮想サーバ イメージ ファイルまたは Acano X シリーズ サーバのアップグレード ファ
イルのいずれかであり、どちらにもわかりやすい名前が付いています。 

 

3. SFTP クライアント（たとえばコマンドライン SFTP クライアント）を使用して、新規イ
メージを MMP にアップロードします（ここで 10.1.x.y は、IP アドレスまたはドメイン名
です）。次に例を示します。 

sftp admin@10.1.124.10 

put upgrade.img 

4. アップグレードを完了するには、MMP に SSH で接続してログインし、以下のように入力し
ます。 
upgrade 

サーバが再起動するまで 10 分ほど待機します。 

5. アップグレードが成功したことを確認するには、MMP に SSH でログインし、以下のコマン
ドを入力します。 
version 

注：復元力のある導入のアップグレードについては、こちらの FAQ を参照してください。 

 
3.3 HTTPS アクセス用 Web 管理インターフェイスの設定 
Web 管理インターフェイスは、Call Bridge のユーザ インターフェイスです。Web 管理イン
ターフェイスの証明書は、（いずれかのインストール ガイドに従って）セットアップ済みの
はずです。セットアップされていない場合は、ここでセットアップします。 

1. Web 管理インターフェイスのポートは 443 です。ただし、Web 管理インターフェイス 
アクセスを Web Bridge と同じインターフェイス上に設定している場合は異なります。
この場合は、デフォルトの TCP ポートを 445 などの非標準ポートに設定して、Web 
Bridge が TCP ポート 443 で機能できるようにします。使用するコマンドは、次のとお
りです。 

webadmin listen admin 445 
 

注：Web 管理にインターフェイス A を使用している場合、管理インターフェイスは VM 
サーバ上に存在しません。その場合は次のコマンドを使用してください。 

webadmin listen a 445（非標準ポート 445 を使用する場合） 

 
2. Web 管理インターフェイスにアクセスできることをテストするには、対応するアドレスを 

Web ブラウザに入力します：https://meetingserver.example.com:445 

アクセスに成功した場合は次のセクションに進みます。 

mailto:admin@10.1.124.10
http://kb.acano.com/content/5/250/en/how-do-i-upgrade-a-resilient-deployment.html#content


3 MMP の設定 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 37 

3. Web 管理インターフェイスにアクセスできない場合は、次のようにします。 

a. MMP にサインインし、以下を入力して、出力を確認します。 

webadmin 

出力の最終行に「webadmin running」と表示される必要があります。 

b. そうでない場合は、Web 管理インターフェイスに構成上の問題があります。以下を入力
して、有効化していることを確認します。 

webadmin enable 

c. webadmin コマンドの出力には、インストール済みの証明書の名前（例：
webadmin.key および webadmin.crt）も表示されます。 

 
注：名前は、以前にアップロードした証明書と同じである必要があります。 

 

例として示した名前であると想定した場合、次のように入力します。 

pki match webadmin.key webadmin.crt 

これによりキーと証明書が一致していることを確認します。 

d. 問題が解決しない場合は、『Certificates Guidelines』の説明に従ってトラブルシュー
ティングを行います。 

 
3.4 Call Bridge リスニング インターフェイスの設定 
Call Bridge は、SIP コール制御デバイスおよび Lync Front End（FE）サーバとの TLS 接続を確
立するために使用する、キーと証明書のペアを必要とします。Lync を使用する場合、この証明
書は Lync FE サーバが信頼できるものである必要があります。 

 
注：SIP コールおよび Lync コールは、SIP Edge コンポーネントを使用してローカル ファイア
ウォールを通過できます。ただしこれはベータ機能であるため、実稼働環境では使用しないで
ください。この機能を評価する場合は、Call Bridge と SIP Edge の間に信頼を設定する必要が
あります。詳細については、第 12 章を参照してください。 

 

コマンド callbridge listen <interface> を使用して、リスニング インターフェイス
（A、B、C、D から選択）を設定できます。デフォルトでは、Call Bridge はどのインターフェ
イス上でもリッスンしていません。 

次の手順に従って、各 Call Bridge でリスニング インターフェイスを設定します。 

1. 『Certificate Guidelines』の説明に従って、証明書を作成およびアップロードします。 

2. MMP にサインインして、Call Bridge がインターフェイス A 上でリッスンするように構成し
ます。 

callbridge listen a 
 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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注：Call Bridge は、他の IP アドレスへの NAT が実行されていないネットワーク インター
フェイス上でリッスンする必要があります。これは、Call Bridge がリモート サイトと通信
するときに、このインターフェイスに設定されている同じ IP を SIP メッセージで伝える必
要があるからです。 

 
3. 以下のようなコマンドを実行して、Call Bridge が証明書を使用し、Lync FE サーバと Call 

Bridge との間で TLS 接続を確立できるようにします。 

callbridge certs callbridge.key callbridge.crt 

コマンド全体、および CA によって提供される証明書バンドルの使用については、
『Certificate Guidelines』で説明されています。 

4. 変更を適用するには、Call Bridge インターフェイスを再起動します。 

callbridge restart 

 
3.5 XMPP サーバの設定 
WebRTC クライアントなどのシスコ ミーティング アプリケーションを使用している場合、
XMPP サーバを設定して有効にする必要があります。それ以外の場合は、このセクションをス
キップしてください。 

Cisco Meeting Server 2.0 以降、XMPP ライセンスは Cisco Meeting Server ソフトウェアに含
まれています。 

 
注：XMPP サーバと同じ Meeting Server で Call Bridge を有効にする必要があります。 

 
1. セクション 6.1 の手順を実行して、XMPP サーバの DNS レコードを設定します。 

2. MMP にログインし、『Certificate Guidelines』にある情報を使用して秘密キーと証明書を作
成します。XMPP サーバをホストしているサーバに証明書をアップロードします。 

 
XMPP サーバについては、4 つのメディア インターフェイスの任意のサブセットをリッスン
し、補足メディアの任意のインターフェイスからの接続を無視するように構成できます。 

3. MMP への SSH 接続を確立し、ログインします。 

4. 1 つ以上のインターフェイスを使用するように XMPP サーバを構成するには、次のコマンド
を入力します。 

xmpp listen <interface whitelist> 

次の例では、インターフェイスを A と B に設定します。 

xmpp listen a b 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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3 MMP の設定 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 39 

5. 次のコマンドでは、事前にアップロードした証明書と秘密キー ファイルを指定します。 

xmpp certs <keyfile> <certificatefile> [<cert-bundle>] 

ここで keyfile と certificatefile は、対応する秘密キーと証明書のファイル名です。CA によ
り証明書バンドルが提供されている場合は、バンドルも個別のファイルとして証明書に含め
ます。詳細については、『Certificate Guidelines』を参照してください。 

6. 次のコマンドで、XMPP サーバを構成します。 
xmpp domain <domain name> 

次の例では、ドメイン名は example.com です。 
xmpp domain example.com 

7. 次のコマンドで、XMPP サービスを有効にします。 
xmpp enable 

8. Call Bridge が XMPP サーバ（設定後）に安全にアクセスできるように、認証で使用する 
Call Bridge のコンポーネント名（cb_london など）を指定します。 
xmpp callbridge add <component name> 

例： 
xmpp callbridge add cb_london 

秘密が生成されます。以下に例を示します。 
cms>xmpp callbridge add cb_london 
Added callbridge: Secret: aB45d98asdf9gabgAb1 

 
注：すべての Call Bridge が XMPP サーバに同時に接続できるように、各 Call Bridge に一
意のコンポーネント名が必要です。 

 

9. 上記の手順で生成されたドメイン、コンポーネント、および秘密を書き留めます。これら
は、Web 管理インターフェイスを使用して XMPP サーバへの Call Bridge アクセスを設定す
る（これにより、Call Bridge は認証の詳細を XMPP サーバに提示します）際に必要です。 

 
注：詳細情報がわからなくなった場合は、MMP コマンド xmpp callbridge list を使
用すると表示されます。 

 
3.5.1 XMPP マルチドメインの設定 

単一の XMPP サーバで複数の XMPP ドメインをホストできます。たとえば、example.com と 
example.org の両方を同じ Meeting Server 上に置くことができます。複数のテナントを（旧リ
リースのように）同じ XMPP ドメインで構成したり、各テナントを独自のドメインで構成した
り、その両方の方式を同時に使用できます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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XMPP サーバがリッスンする複数のドメインを構成するには、次の MMP コマンドを使用します。 

xmpp multi_domain add <domain name> <keyfile> <certificatefile> 
[<crt-bundle>] 

値は次のとおりです。 

<keyfile> は、XMPP サーバ用に作成した秘密キーです。 

<certificatefile> は、XMPP サーバの署名付き証明書ファイルです。 

[<crt-bundle>] は、CA によって提供されるオプションの証明書バンドルです。 
 
注：さらに、追加の XMPP ドメインごとに DNS SRV レコードを追加し、そのドメインを 
Web 管理インターフェイスの [着信コール（Incoming Calls）] ページ（[設定
（Configuration）] > [着信コール（Incoming calls）]）に追加する必要があります。 

 

注：設定した複数のドメインを有効にするには、XMPP サーバを再起動します。 

 

 

注：秘密キーまたは証明書ファイルがないか、または無効である場合、XMPP サーバは起動し
ません。 

 

XMPP サーバがリッスンするドメインの一覧を表示するには、次のコマンドを実行します。 
xmpp multi_domain list 

XMPP サーバがリッスンするドメインを削除するには、次のコマンドを実行します。 
xmpp multi_domain del <domain name> 

 
3.6 Web Bridge の設定 
Web Bridge は、WebRTC アプリケーションにより使用されます。WebRTC アプリケーション
を導入する場合は、Web Bridge 用のネットワーク インターフェイスを設定して有効にする必
要があります。それ以外の場合は、このセクションをスキップしてください。 

1. MMP に SSH でログインします。 

2. 次のコマンドで、指定のインターフェイスを Web Bridge がリッスンするように構成します。 
webbridge listen <interface[:port] whitelist> 

Web Bridge は、たとえば 1 つはパブリック IP、もう 1 つは内部ネットワークなど、複数の
インターフェイス上でリッスンできます（ただし、同じインターフェイス上の複数のポート
でリッスンすることはできません）。 

以下の例では、インターフェイスは A と B に設定され、その両方ともポート 443 を使用し
ます。 
webbridge listen a:443 b:443 
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3. Web Bridge 用の DNS A レコードを作成し、Web Bridge がリッスンするイーサネット イ
ンターフェイスの IP アドレスに解決するように設定します。 

4. 『Certificate Guidelines』の説明に従って、Web Bridge の証明書と秘密キーを作成しま
す。証明書ファイルを、SFTP により MMP にアップロードします。 

5. 『Certificate Guidelines』の説明に従って、Call Bridge 証明書を Web Bridge 信頼ストアに
追加します。 

6. Web Bridge は HTTPS をサポートします。「HTTP リダイレクト」を使用するように構成さ
れている場合は、HTTP が HTTPS に転送されます。次の手順を実行します。 

a. 次のコマンドを実行して、HTTP リダイレクトを有効にします。 
webbridge http-redirect enable 

b. 必要な場合は（下記の注記を参照）、WebRTC ユーザに提示する Windows MSI、
Mac OSX DMG、および iOS の各インストーラを設定します。 

webbridge msi <url> 

webbridge dmg <url> 

webbridge ios <url> 
 

注：WebRTC をサポートするブラウザ（Chrome など）のみを使用する場合は、ゲスト
がスペースにアクセスするためにブラウザ機能が使用されるため、ダウンロード場所を
設定する必要はありません。WebRTC をサポートしていないブラウザ（IE、Safari な
ど）を使用する場合は、ダウンロード場所を設定します。これにより、使用されるデバ
イス（iOS デバイス、Mac、または PC）を Meeting Server が検出したときに、ユーザは
そのデバイスの設定済みクライアント ダウンロード リンクにリダイレクトされて、適切
なシスコ ミーティング アプリケーションのインストールを要求され、会議に参加できる
ようになります。インストール後、ユーザはゲストとしてスペースに接続されます。 

 

7. 次のコマンドを使用して Web Bridge を有効にします。 

webbridge enable 

 
3.7 TURN サーバの設定 
1. MMP に SSH でログインします。 

2. 次のコマンドで、TURN サーバを構成します。 

turn credentials <username> <password> <realm> 

次に、ユーザ名が myusername、パスワードが mypassword で、レルム example.com を
使用する例を示します。 
turn credentials myusername mypassword example.com 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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3. TURN サーバが NAT の背後にある場合、以下を実行して、TURN サーバがアドバタイズす
るパブリック IP アドレスを設定します。 

turn public-ip <ip address> 
 

注：TURN サーバが、NAT ではなくパブリック IP アドレスを使用している場合（下の図と
注記を参照）、この手順は必要ではないため、手順 4 に進んでください。 

 

以下の例では、パブリック IP アドレスは 5.10.20.99 に設定されています。 

turn public-ip 5.10.20.99 
 

注：ここで設定する IP アドレスを、Web 管理インターフェイスの [設定
（Configuration）] > [全般（General）] ページで設定する IP アドレスと混同しないでくだ
さい。MMP コマンドは TURN サーバ自体を設定しますが、[設定（Configuration）] > [全
般（General）] ページの設定では、Call Bridge と外部クライアントが TURN サーバにアク
セスできるようにします。これについては、「Web 管理インターフェイスの TURN サーバ
設定」で説明しています。 

 

図 11： TURN サーバのパブリック IP アドレス（結合サーバ導入） 
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図 12： TURN サーバのパブリック IP アドレス（分割サーバ導入） 
 

 
 
 

注：TURN サーバと外部クライアントとの間のポート範囲は 32768 ～ 65535 と示されていま
すが、現在は 50000 ～ 51000 のみが使用されています。必要とされる範囲は、将来のリリー
スでは拡大される可能性があります。 

 
4. 次のコマンドを実行して、TURN サーバが特定のインターフェイス上でリッスンを実行する
ように構成します。 

turn listen <interface whitelist> 

バージョン 2.0.4 以降、結合サーバ導入環境の TURN サーバは、ループバック インター
フェイスでリッスンするように設定する必要があります。リッスンするインターフェイスの
ホワイトリストに少なくとも 1 つのインターフェイスが含まれ、ループバック インター
フェイスが指定されていることを確認してください。ループバック インターフェイスをホワ
イトリストの最初のインターフェイスにすることはできません。 

次に例を示します。 

turn listen c lo（結合サーバ導入） 

turn listen c（分割サーバ導入） 
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注：TURN サーバがリッスンするインターフェイスは、複数指定できます。TURN サーバ
に複数のインターフェイスを指定する場合、最初の 1 つはパブリック インターフェイスで
なければなりません。つまり、パブリック ネットワーク上にあるインターフェイスか、ま
たは NAT の転送先のインターフェイスです。 

 
5. TURN サーバがリッスンするポートは、以下のコマンドで選択します。 

turn tls <port|none> 

例を示します。 
turn tls 443 

 

注：外部の場所からの接続性を最大化するために、TURN サーバと Web Bridge の両方に
ポート 443 を使用することを推奨します。ただし、TURN サーバ上で TCP-to-UDP イン
ターワーキングをセットアップする場合は、Web Bridge と TURN サーバは、異なるイン
ターフェイス/ポートの組み合わせでリッスンする必要があります。 

TURN サーバと Web Bridge の両方をポート 443 で稼働するには、それらが別々のサーバ
または VM 上で稼働している必要があります。同じサーバまたは VM 上で稼働している場
合は、異なるインターフェイスと異なるサブネット上に配置する必要があります。 

これが不可能な場合は、TURN サーバに非標準ポートを選択し（例：turn tls 447）、
tcpPortNumberOverride パラメータを使用して Call Bridge にポートを設定します（手
順 8 を参照）。 

 
6. 次のコマンドで、TURN サーバを有効にします。 

turn enable 

7. TCP で送信されるメディアは TLS を使用して暗号化されるので、TCP-to-UDP インター
ワーキングを実行する各 TURN サーバ上に証明書が必要です。証明書は、Web Bridge で使
用するものと同じ CA により署名される必要があります。 

 
a. TURN サーバの秘密キーと証明書署名要求（.csr）ファイルを生成します。秘密キー
と .csr ファイルの生成方法については、『Certificate Guidelines』を参照してください。 

 
注：公開キーが作成され、.csr ファイル内に保持されます。 

 

b. .csr ファイルを署名のために CA に提出します。 

c. MMP に SSH でログインします。 

d. 証明書を指定する前に、TURN サーバ インターフェイスを無効にします。 

turn disable 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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e. SFTP を使用して、署名付き証明書と中間 CA バンドル（存在する場合）を Meeting 
Server にアップロードします。 

f. 証明書（および証明書バンドル）と秘密キーが一致していることを確認します。 

pki verify <certicatefile> <cert bundle/CA cert> [<CA cert>] 

g. 証明書（および証明書バンドル）と秘密キーのペアを TURN サーバに指定します。 

turn certs <keyfile> <certificatefile> [<cert-bundle>] 

h. TURN サーバを再度有効化します。 
turn enable 

8. 手順 5 で TURN サーバ上の TCP に非標準ポートを設定した場合は、オブジェクト 
/turnServers/<turn Server id> で API パラメータ tcpPortNumberOverride を使用して、
この値を Call Bridge に設定します。 

たとえば、メディアをインターワーキングする TURN サーバの場合、Call Bridge の 
/turnServers ノードに対して POST を実行すると、指定した値によって以下のパラメータ値
が置き換えられます。 

tcpPortNumberOverride = 447 
 

注：設定済みの Lync Edge サーバでは、常に TCP ポート番号が自動的に決定されるた
め、このパラメータは不要です。 
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4 データベースの設定 
他のコンポーネントのようにデータベースを作成または有効にする必要はありません。サーバ
で Meeting Server ソフトウェア イメージをインストールするときに、すべてのホスト サーバ
で空のデータベースが作成されます。 

データベース クラスタリングは Call Bridge クラスタとは異なる方法で機能します。データベー
ス クラスタは、システムの動作時に保持される実行中のデータベースの実質的な「オンライ
ン」バックアップを作成します。また、障害が検出された場合、データベース クラスタによ
り、自動化された方法でバックアップの使用に移行することができます。 

データベース クラスタリングでは、どのようなロード バランシングもキャッシングも実行され
ません。また、地理的に分散されたいかなるタイプの配置内でも、ローカル アクセスを効率化
するためにデータのシャーディングが実行されることはありません。すべてのクエリは、どの
ような場合も現在のマスターに送信されます。レプリカを読み取り専用インスタンスとして使
用することはできません。 

 

注：現在、クラスタ内のデータベース ノードは 5 つに制限されています。 

 

このセクションの手順に従ってクラスタを作成します。特に明記されていない限り、これらの
手順は結合導入にも分割導入にも同様に適用されます。 

 
注：クラスタ化したデータベース ノード間に WAN 最適化装置を導入すると、キープアライブ 
チェックを完了できなくなり、ログにエラーが表示される可能性があります。WAN 最適化装
置をクラスタ ノード間で使用する場合は、すべてのキープアライブ トラフィックがタイム
リーに送信されることを確認することが重要です。 

特定の IP アドレス間でこの機能を無効にする方法、または適用する最適化を制御するオプショ
ンについては、WAN 最適化装置のマニュアルを参照してください。 

 
4.1 個別のサーバ上のデータベース 

 
4.1.1 個別のサーバ上のデータベースに関する要件 

 
注：このセクションの内容は、1 つ以上の外部データベースを使用する場合にのみ該当します。 

 

データベースのホスト サーバに厳しい CPU 要件はありませんが、大容量のストレージとメモ
リが必要です。要件を満たす VM ホストは必須ではありませんが、推奨されています。 

 4 つの vCPU、8 GB の RAM、100 GB のデータ ストア。 

（OVF をこれらのパラメータに設定して、導入後のデフォルトにします） 
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 サンディ ブリッジ（以降）クラスの Intel プロセッサ（E5-2670 や E5-2680 v2 など）。 

 データ ストアは、IOPS の高い SAN またはローカル SSD ストレージに配置する必要があり
ます。 

 データは、OS と同じ vDisk 上に存在している必要があります。 
 
現在シスコが Core 仮想サーバに認定している Dell R620 を使用できますが、高性能の SAN を
利用できない場合はローカル SSD が必要になります。 

必要に応じて同じホスト サーバ上で他の VM を実行できる必要があります。 

今のところ動作統計はありませんが、情報を集めています。 
 
4.1.2 個別のサーバへのデータベースの導入 

1. 外部データベースのホスト サーバごとに Meeting Server イメージをインストールします。
空のデータベースが自動的に設定されます。 

2. ホスト サーバには証明書が必要です。次のセクションを参照してください。 

 
4.2 データベースおよび Call Bridge サーバでの証明書の展開 
データベース クラスタリングでは、機密性と認証の両方の目的で、単一の共有認証局（CA）に
よる公開/秘密キー暗号化が使用されます。データベース クラスタリングにユーザがアクセスす
ることはできないため、ローカル CA を使って証明書に署名できます。証明書および証明書バン
ドルを作成、アップロードして、データベース クラスタに割り当てる方法については、
『Certificate Guidelines』を参照してください。 

 
注：実稼働環境では、データベース トラフィックに暗号化を使用する必要があります。これ
は、証明書を使用することで実現します。ただし、テスト（のみ）が目的である場合は証明書
の使用を省略できます。 

 

注意：証明書は、無効になっているデータベース クラスタにのみ割り当てることができます。
すでにデータベース クラスタを設定済みである場合は、クラスタ内のすべてのサーバで 
database cluster remove コマンドを実行し、ホスト サーバに証明書をアップロードおよ
び割り当てるコマンドを実行してから（『Certificate Guidelines』を参照）、以降のセクショ
ンの手順を使用してクラスタを再作成してください。 

 

http://www.acano.com/support/documentation#server
http://www.acano.com/support/documentation#server
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4.3 クラスタのマスター データベースの選択 
データベース クラスタを導入するには、マスター データベース（つまり、すべての Call Bridge 
が最初に使用するデータベース インスタンス）を決定します。拡張性のない導入環境では、
データが失われないように、最初はデータベース マスターを現在のデータベースにする必要が
あります。つまり、このデータベースを Call Bridge と同じ場所に配置します。 

 
注：1 つ以上の Call Bridge が使用できる（接続できる）ため、単一のデータベースが「クラ
スタ」として機能します。ただし、復元力はありません。 

 
1. マスターとして起動するデータベースが配置されたサーバで、MMP にログインします。 

2. 次のコマンドを入力して、このデータベース クラスタのインターフェイスを選択します。 

database cluster localnode <interface> 

database cluster localnode a 

<interface> は次の形式で指定します。 

 [a|b|c|d|e]：インターフェイスの名前（最初の IPv6 アドレスが優先されます。それ以外
の場合は最初の IPv4 アドレスが選択されます）例： 
database cluster localnode a 

 ipv4:[a|b|c|d|e]：IPv4 に限定されたインターフェイスの名前（最初の IPv4 アドレスが選
択されます）例：database cluster localnode ipv4:a 

 ipv6:[a|b|c|d|e]：IPv6 に限定されたインターフェイスの名前（最初の IPv6 アドレスが選
択されます）例：database cluster localnode ipv6:a 

 <ipaddress>：特定の IP アドレス（IPv4 または IPv6）例： 
database cluster localnode 10.1.3.9 

 データベース クラスタリングには管理インターフェイスを使用しないでください。 
 
3. MMP コマンド database cluster initialize を入力し、このデータベース クラスタ
のマスターとしてこのデータベースを初期化するプロンプトへの応答に Y を入力します。 

database cluster initialize 
WARNING!!! 
Are you sure you wish to initialize this node as a new database 
cluster? (Y/n) 
The contents of this node's database will become the master 
version of the database in the new cluster. 
Initialization started... 

これにより、ローカル Call Bridge の再起動がトリガーされます。再起動には約 30 秒かかり
ます。 
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図 13： 同じ場所に配置された Call Bridge が自動的に接続される 
 

 

4. Status が Enabled として報告されるまで、以下のコマンドを入力して初期化が正常に完了
したことを確認します。 

database cluster status 

次のようなメッセージが表示されます。 

Status: Initializing 
Nodes: 10.1.2.3 (me) : Connected Master 
Interface : a 

時間をおいて status コマンドを再実行すると、次のようなメッセージが表示されます。 

Status: Enabled 
Nodes: 10.1.2.3 (me) : Connected Master 
Interface : a 

 
4.4 データベース クラスタへの他のデータベース インスタンスの接続 

 
注：対象となるサーバ（外部データベース専用に設定された仮想サーバなど）には空のデータ
ベースが存在する場合があります。Call Bridge が同じ場所に配置されている必要はありません
（前述したように、これらのホスト サーバには dbcluster 証明書とキーが必要です）。 

 

注意：現在このサーバ上にデータベースがある場合、その内容は破棄されます。 

 
1. このデータベース クラスタに追加するデータベースをホストしている他のサーバを接続し
ます。 

a. 次のコマンドを使用して、接続する各サーバでリスニング インターフェイスを設定し
ます。 

database cluster localnode <interface> 
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注：<interface> は、このセクションで先に示したいずれかの形式で指定できます。 

 
次に例を示します。 
cms> database cluster localnode a 
Interface updated 

b. 次に示すように、コマンド database cluster join <master hostname/IP> 
を使用してこのデータベースをマスターに「接続」し、database cluster 
status コマンドを使用して進捗状況をモニタします。 

 
図 14： データベースの接続 

 

 
 

注：以下の database cluster join <master hostname/IP> コマンドではホ
スト名を使用できますが、マスターに指定したインターフェイスの IP アドレスに置
き換えられます。 

attach コマンドによって、マスター データベースの完全なコピーがこのサーバに読
み込まれます。したがって、接続速度によっては時間がかかる場合があります。空の
データベースの場合は、この操作に約 30 秒かかることが予想されます。 

 

cms> database cluster join 10.1.2.3 
WARNING!!! 
Are you sure you wish to attach this node to an existing 
database cluster? (Y/n) 
The contents of this node's database will be destroyed! 
Attachment started... 
cms> database cluster status> 
Status ; : Attaching 
Nodes: 

10.1.2.3 : Connected Master 
10.1.2.8 (me) : Connected Slave 

Interface : a 
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cms> database cluster status 
Status : Enabled 
Nodes: 

10.1.2.3 : Connected Master 
10.1.2.8 (me) : Connected Slave 

Interface : a 

これにより、ローカル Call Bridge の再起動がトリガーされます（存在する場合）。 

c. マスター データベース ホスト サーバの MMP で database cluster status コマンドを
入力し、マスター データベースが接続済みデータベースを認識していることを確認し
ます（この情報は、join コマンドの実行後 10 秒以内に自動的に反映されています）。 
cms> database cluster status 
Status : Enabled 
Nodes: 

10.1.2.3 (me) : Connected Master 
10.1.2.8 : Connected Slave 

Interface : a 

 
4.5 データベース クラスタへのリモート Call Bridge の接続 
データベース（マスターまたはスレーブ）と同じ場所に配置されている Call Bridge は、その
データベースが属するデータベース クラスタに自動的に接続されます。 

 
注：このホスト サーバで database cluster initialize または database cluster 
join を実行済みである場合は、以下の database cluster connect コマンドを実行する
必要はありません。確認するには、database cluster status を実行すると、該当する
サーバがノードのリストに表示されます。 

 

「接続」とは、Call Bridge がクラスタ内のすべてのデータベースにアクセスする方法を認識す
ることです。したがって、接続に使用されるデータベースのアドレスは関係ありません（読み
取り/書き込みの対象となる実際のデータベースは、現在のマスターです）。 

1. 未接続の Call Bridge がある Core サーバの MMP にログインして、コマンド database 
cluster connect <hostname/IP> を発行します。ホスト名または IP アドレスは、クラ
スタ内のどのデータベースのものでも構いません。 

cms> database cluster connect 10.1.2.3 
WARNING!!! 
Are you sure you wish to connect this node to an existing database 
cluster? (Y/n) 
Connecting started... 

これにより、この Core サーバ上の Call Bridge の再起動がトリガーされます。 
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注：前のセクションで使用した attach コマンドとは異なり、connect コマンドでは、この 
Call Bridge をホストするサーバ上の既存のデータベースは削除されません。したがって、
既存のローカル データベースを持つ Core サーバでこのコマンドを使用しても、データ
ベースの内容は破棄されません。ただし、このサーバの Call Bridge がクラスタから切断さ
れるまで、ローカル データベースは認識不能になります。 

 
図 15： データベース クラスタリングと Call Bridge の接続例 

 

 

 
4.6 データベース スキーマのアップグレード 

 
注：このセクションは、データベース クラスタリングの初期設定には該当しません。ただし、
それ以降は Core サーバ ソフトウェアを更新するたびにこれらの手順を実行する必要がありま
す。実行しないと、Call Bridge とデータベースがデータベース スキーマに関して一致しなく
なる可能性があります。 

 

クラスタ化システムをアップグレードする手順は次のとおりです。 

1. Meeting Server をアップグレードする前に、各サーバで現在の設定のバックアップを実
行します。backup snapshot <filename> コマンドを使用します。バックアップを
ローカル サーバに安全に保存します。 

 
詳細については、『MMP Command Line Reference』を参照してください。アップグレー
ド プロセス中に作成される自動バックアップ ファイルを使用しないでください。 

2. cmso.lic と証明書ファイルもローカル ドライブに保存します。 

3. 次に、database cluster status を確認します。すべてのコール（SIP およびクライア
ント）が機能していて、Web 管理ページに障害状態が表示されていないことを確認しま
す。マスター ノードがあるサーバを特定します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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4. スレーブ データベース ノードから始めて最後のマスター ノードまで、各データベース ノー
ドを 1 つずつアップグレードします。各サーバの起動が完了するまで待ち、データベース 
ノードがデータベース クラスタに接続されてから、次のサーバをアップグレードします。ク
ラスタに完全に接続されていることを確認するには、database cluster status コマン
ドを使用します。 

この段階で database cluster status を実行した場合、すべてのノードが正常に稼働
し、同期されていることが報告されますが、Call Bridge は正常に動作しなくなり、データ
ベース エラーが表示されることになります。 

データベース サーバが同期されるまで、次の手順に進まないでください。 

5. マスター ノードで MMP にログインし、コマンド database cluster upgrade_schema 
を発行します。 

6. database cluster status を使用して操作が成功したことを確認します。ステータスが 
Enabled の場合は成功を意味し、Error の場合は問題が発生したことを示します。 

7. 各 Call Bridge の Web 管理インターフェイスでスペースのリストを表示できることを確認し
ます。 
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5 Call Bridge の導入 
特に明記されていない限り、これらの手順は結合導入にも分割導入にも同様に適用されます。 

 
5.1 Call Bridge の証明書の設定 
Call Bridge は、SIP コール制御デバイスおよび Lync フロントエンド サーバとの TLS 接続を確
立するために使用する、キーと証明書のペアを必要とします。 

Lync を使用する場合、Lync FE サーバがこの証明書を信頼する必要があります。これを実現す
る最適な方法は、Lync FE サーバの証明書を発行した CA サーバで証明書に署名することです。 

証明書を作成およびアップロードして Call Bridge に割り当てるには、『Certificate 
Guidelines』の手順に従ってください。 

 
注：SIP Edge コンポーネントを使用したローカル ファイアウォールの SIP および Lync コー
ル トラバーサルは、ベータ機能です。実稼働環境では使用しないでください。この機能を評価
する場合は、Call Bridge と SIP Edge の間に信頼を設定する必要があります。詳細について
は、第 12 章を参照してください。 

 
5.2 Call Bridge の設定 
まだ設定していない場合は、各 Call Bridge で次の手順を実行します。 

1. Call Bridge のリスニング インターフェイスを設定します。 

コマンド callbridge listen <interface> を使用して、リスニング インターフェイ
ス（A、B、C、D から選択）を設定できます。デフォルトでは、Call Bridge はどのイン
ターフェイス上でもリッスンしません。コマンドの完全なリストは、『MMP Command 
Reference Guide』に記載されています。 

次の手順でリスニング インターフェイスを設定します。 

a. インターフェイス A でリッスンするように Call Bridge を設定します。 
callbridge listen a 

b. 次のコマンドを入力して、Call Bridge がセキュリティ証明書（事前に作成済み）を使用
するように設定します（これにより、Lync FE サーバと Call Bridge との間で TLS 接続
を確立できます）。 
callbridge certs callbridge.key callbridge.crt 

コマンド全体と、CA により提供された証明書バンドルの使用については、証明書のガイ
ドラインで説明されています。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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c. Call Bridge を再起動して変更を適用します。 

callbridge restart 
 
注：Web Bridge の設定後に、『Certificate Guidelines』の説明に従って、Call Bridge 証明書
をすべての Web Bridge の信頼ストアに追加する必要があります。 

 
5.3 Call Bridge のクラスタリング 
Meeting Server 導入環境では、Call Bridge クラスタリングを有効にして、複数の Call Bridge 
が単一のエンティティとして動作し、1 つの Call Bridge の容量を超えて拡張できるようにする
ことができます。 

クラスタ内の Call Bridge は、ピアツーピアにリンクするように設定するか、クラスタ化した 
Call Bridge 間でコール制御デバイスを経由してコールをルーティングするように設定すること
ができます。 

Call Bridge をピアツーピアにリンクさせた場合： 

 コールは Call Bridge A から Call Bridge B に直接転送され、コールのルーティングが途中で
干渉されることがないため、コールの複雑さが軽減されます。 

 コール制御デバイスの負荷が軽減され、コール制御デバイスを介したルーティングが必要な
コールを処理するリソースが解放されます。コール制御デバイスにコール単位でライセンス
が付与される場合は、これが重要になる可能性があります。 

コール制御デバイス経由でルーティングする場合： 

 Meeting Server およびローカル SIP デバイス用に一貫したコール フローが作成されます。こ
れにより、ネットワーク設定をよりシンプルにすることができます。特に、ネットワーク間
のファイアウォールに、コール制御デバイス経由でルーティングされたコールのみを許可す
る一定の「許可ルール」がある場合に有効です。 

 
クラスタ化した Call Bridge を含む導入環境でのコールのルーティング方法は、[ピア リンク 
SIP ドメイン（Peer Link SIP domain）] フィールド（以下を参照）とダイヤル プラン（セク
ション 5.6 を参照）によって決まります。 

Call Bridge をクラスタ化するには、次の手順を実行します。 
 
注：このセクションの手順は、以下を前提としています。 

― すべてのデータベースがクラスタとして動作している。 
― クラスタの一部を構成するすべての Call Bridge がスタンドアロン Call Bridge として設定さ
れている。 

― すべての Call Bridge がデータベース クラスタに接続されている。 
 

http://www.acano.com/support/documentation#server
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Call Bridge クラスタに含めるすべての Call Bridge で次の手順を実行します。 

1. Web 管理インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > [クラスタ（Cluster）] 
に移動します。 

2. [Call Bridge ID（Call Bridge Identity）] セクションで、その Call Bridge の一意の名前
（「London- Core1」など）を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。 

 
注：一意の名前にスペースを含めることはできません。一意の名前にスペースが含まれて
いると、Call Bridge クラスタリングは失敗します。 

 

3. [ピア リンクのビット レート（Peer link bit rate）]（分散型コールでサーバが接続するとき
のコール レート）を入力します（任意）。 

クラスタに含めるいずれかの Call Bridge で次の手順を実行します。 

4. Web 管理インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > [クラスタ（Cluster）] 
に移動します。[クラスタ化された Call Bridge（Clustered Call Bridges）] テーブルで、次
の手順を実行します。 

 
a. 手順 2 で入力したこの Call Bridge の [一意の名前（Unique Name）] を使用して、この 

Call Bridge のエントリを追加します。 

b. クラスタ内の他のサーバが HTTPS 経由で Call Bridge の Web 管理インターフェイスにア
クセスする際に使用する [アドレス（Address）] を追加します。このアドレスは、管理
メッセージの送受信（参加者リストなど）に使用されます。注：Web 管理は、インター
フェイス A ～ D だけでなく管理インターフェイスでもリッスンするように設定できます。 

c. Call Bridge 間にコール制御デバイスがない限り、[ピア リンク SIP ドメイン（Peer Link 
SIP Domain）] を空白のままにします。このフィールドを空白にすると、発信 SIP コール
のアドレスは Call Bridge によって生成され、リンクする Call Bridge の IP アドレスが後
ろに続くランダム URI の形式になります（例：randomURI@10.10.10.10）。[ピア リンク 
SIP ドメイン（Peer Link SIP Domain）] を指定すると、ピア コールでのリモート サーバ
へのコール時にこれが使用されます。[ピア リンク SIP ドメイン（Peer Link SIP 
Domain）] に一致する発信ルールが設定されている場合は、コール制御デバイスにコール
をルーティングすることができます。既存のコール制御を使ってルーティングする場合
は、一意のドメインまたは各サーバの FQDN を [ピア リンク SIP ドメイン（Peer Link SIP 
Domain）] に使用することが推奨されます。これにより、すべてに同じドメインが使用さ
れることで発生する予期せぬコール ループを回避できます。 

d. [追加（Add）] をクリックします。 

e. クラスタに含める Call Bridge ごとに、手順 2 で設定した各 Call Bridge の一意の名前を入
力して手順 4a ～ 4d を繰り返します。 
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[クラスタ化された Call Bridge（Clustered Call Bridges）] テーブルには、クラスタに含める 
Call Bridge ごとに 1 つのエントリが入力されている必要があります。また、[Call Bridge ID
（Call Bridge Identity）] セクションの [一意の名前（Unique Name）] は、これがどの Call 
Bridge であるかを示します。 

 

 
 
[クラスタ化された Call Bridge（Clustered Call Bridges）] テーブルの情報は、クラスタ内のす
べての Call Bridge に複製されます。したがって、どの Call Bridge サーバにアクセスしても、
Web 管理インターフェイスにログインして [設定（Configuration）] > [クラスタ（Cluster）] に
移動すれば、クラスタ化されたすべての Call Bridge のステータスを確認できます。 

これで、Call Bridge クラスタが設定されました。クラスタ化された Call Bridge は同じダイヤル 
プラン（着信、発信、およびコール転送のダイヤル プラン ルール）を共有します。次に、ダイ
ヤル プランで使用されるアドレスが、[クラスタ化された Call Bridge（Clustered Call 
Bridges）] テーブルに入力したアドレスと同じであることを確認する必要があります。「ダイ
ヤルプラン情報」を参照してください。 

 
5.4 Call Bridge グループ化 
Cisco Unified Communications Manager およびクラスタ化した Meeting Server の導入では、
バージョン 2.1 の Call Bridge グループ化機能を使用して Meeting Server 上でコールをロード 
バランシングすることができます。ロード バランシングの目的は、クラスタ内の個々の 
Meeting Server の過負荷を防ぐことです。 

Meeting Server クラスタは Call Bridge グループを使用して、同じ場所にある Call Bridge 間ま
たは異なる場所にあるノード間でインテリジェントにコールをロード バランシングできます。
コールが転送される背後で行われるインテリジェントな決定は、Meeting Server によって処理
されます。コール制御システムは、コールを適切な場所に移動するために、Meeting Server か
らの SIP メッセージを処理できる必要があります。この機能のテストでは、シスコがこの機能
に対して唯一サポートしている Cisco Unified Communications Manager をコール制御システム
として使用しています。Cisco VCS は「Replaces 指定の INVITE」に対応していないため、現在
サポートされていません。 
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コールのロード バランシングの詳細については、シスコのホワイト ペーパー『Load Balancing 
Calls Across Cisco Meeting Servers』を参照してください。 

 
5.5 Lync アカウント情報 
Call Bridge と Lync Edge の統合では、競合が発生しないように独自のログイン アカウントを
使用して各 Call Bridge を設定することを推奨します。該当する Call Bridge との間の Lync 
コールについては、そのアカウントを使用して Lync Edge の TURN リソースを要求します。そ
のコールが切断されるまで、Lync はそのリソースを「使用中」と見なします。Lync では、
ユーザ アカウントごとに最大 12 の TURN 割り当てのみが許可されます。したがって、1 件の
登録で可能なコールは 12 のみです。この 1 つのアカウントを複数の Call Bridge で共有した場
合、すべての Call Bridge（1 つの Call Bridge ではない）で合計 12 の Lync コールのみが許可
されることになります。 

そのため、各 Call Bridge は個別に設定してください。これにより、各地域の Call Bridge は
ローカル地域の Lync Edge を使用します（使用可能な場合）。コールが Lync コールであるか
どうかの特定および送信先の設定には、通常のダイヤル プラン発信ルールを使用します。 

 
5.6 ダイヤル プラン情報 
ここでは、スケーラブルで復元力のある導入用のダイヤル プラン（着信ダイヤル プラン ルー
ル、発信ダイヤル プラン ルール、およびコール転送ルール）の設定について説明します。必要
な特定のダイヤル プラン ルールとその優先順位は、導入環境によって異なります。これには、
Meeting Server 導入のトポロジだけでなく、コール制御プラットフォーム、およびローカル リ
ソースを使用するかどうか、またはコールをロード バランシングするかどうかも関係します。 

ダイヤル プランはデータベース サーバに保存されるため、Call Bridge クラスタ内のどの Call 
Bridge からでもダイヤル プランを修正できます。また、すべての Call Bridge の Web 管理イン
ターフェイスで完全なダイヤル プランを確認できます。ただし、より高い柔軟性を実現するた
めに、ダイヤル プランの設定には API を使用することを推奨します。クラスタ化された Call 
Bridge の場合、API を使用して発信ダイヤル プラン ルールを設定する必要があります。付録 E 
に API の使用例を示します。 

たとえば、クラスタ内のすべての Call Bridge で同じ発信ダイヤル プランを使用することはでき
ますが、地理的に異なる場合は使用できません。場所とトポロジを明確にするには、1 つの Call 
Bridge に固有のルールを API で指定して、すべての Call Bridge に適用するルールを組み合わ
せることができます。たとえば、+01 の番号宛のコールが常に米国の Call Bridge から発信され
るようにすることができます。 

Web 管理インターフェイスの [設定（Configuration）] > [アウトバウンド コール（Outbound 
Calls）] ページに、[Call Bridge 範囲（Call Bridge Scope）] という列があります。この列は編
集不可で、API の設定内容が表示されるだけです。厳密には、Call Bridge 固有のルールについ
ては、どの Call Bridge にルールが適用されているかは表示されません。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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注：[Call Bridge 範囲（Call Bridge Scope）] が [すべて（All）] に設定されている場合、API 
の範囲設定が「global」であるのと同じです。[Call Bridge 範囲（Call Bridge Scope）] の 
[1（One）] は API の「callbridge」範囲に相当します。 

 

 

ダイヤル プラン ルールの設定時には、次の点を確認してください。 

 コールの発信ダイヤル プラン エントリがクラスタ内のすべての Call Bridge に対して有効で
ある（Web 管理インターフェイスで [Call Bridge 範囲（Call Bridge Scope）] が [すべて
（All）] に設定されている）、または [1（One）] に設定されたルールが、API を使用して完
全に定義され、適用される Call Bridge が指定されている。 

 SIP コールに対して設定済みの着信ダイヤル プランに、クラスタ外からクラスタ内のすべて
の Call Bridge にルーティングされるドメインのセットが含まれている。 

 
注：Call Bridge 間のピア間コールは、発信側 Call Bridge の発信ダイヤル プラン ルールを使
用して行われます。したがって、IP アドレス宛のコールである場合は SIP プロキシを経由せず
に他の Call Bridge に直接発信されるように、発信ダイヤル プラン ルールを追加する必要が生
じる場合があります。ただし、ドメイン ダイヤリングを使用する場合は、既存の発信ダイヤル 
プラン ルールにピア間コールがすでに含まれている可能性があります。 

 

注：Call Bridge 間のピア間シグナリングには HTTPS が使用されます。 

 

注：ダイヤル プラン ルールの優先順位が同一の発信コールでは、地理的に別の場所にある
コール制御デバイスよりもローカルのコール制御デバイスが優先されます。 

 
5.6.1 例 

次の例では Cisco VCS を使用していますが、概念はコール制御デバイスに左右されません。 

最も簡単なケースでは、単一の VCS が 1 つの Meeting Server（つまり 1 つの Call Bridge）に
トランクされて SIP エンドポイントとの統合が実現します。複数の Call Bridge が複数のデータ
センターにまたがる大規模な導入環境では、ダイヤル プランをより慎重に検討する必要があり
ます。 

例 1：1 つは、Call Bridge のクラスタにコールを転送するように VCS のクラスタを設定する方
法です。この方法では、すべての VCS がどの Call Bridge にでもコールをルーティングでき、
すべての Call Bridge からのコールをどの VCS にでもルーティングできるため、復元力が提供
されます（下図を参照）。 
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図 16： SIP コール制御のメッシュ構成 
 

 
 
例 2：コール制御システムが地理的に分散されている場合は、これらの VCS をそれぞれに対し
てローカルな Call Bridge に選択的にトランクできます。たとえば、ロンドンの VCS をロンド
ンにある Call Bridge にトランクし、ニューヨークの VCS をニューヨークにある Call Bridge に
トランクすることができます。これにより、メディアがデータセンター間を不必要に移動する
ことがなく、会議が複数の場所をまたぐ場合に、Call Bridge 間の単一のピア リンクがデータセ
ンター間での帯域幅の使用を最小限に抑えます。 

 
図 17： SIP コール制御の地理的な構成例 
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6 XMPP サーバの導入 
特に明記されていない限り、これらの手順は結合導入にも分割導入にも同様に適用されます。
これらの導入手順は、Meeting Server の該当するインストール ガイドの手順がすでに実行され
ていることを前提としています。 

 
注：XMPP の復元力機能が完全にリリースされるまでは、実稼働環境でドメインあたり 1 台の 
XMPP サーバのみを有効にしてください。 

 

注意：この注記は、XMPP サーバを有効にしていない場合、または結合ホスト サーバのみを使
用する場合は該当しません。 

Edge サーバで有効になっている XMPP サーバを Core サーバに移動する場合は、次の手順を
指定の順序で実行する必要があります。 

1. xmpp disable MMP コマンドを使用して、Edge サーバで XMPP サーバを無効にします。 

2. Core サーバで XMPP サーバを有効にします（以下の最初の 2 つのセクションを参照）。 

3. Edge サーバでロード バランサを有効にします（「トランクとロード バランサの導入」を
参照）。 

 
6.1 XMPP サーバの DNS レコードの設定 
 
注：このセクションの後半は、セクション 3.5 の手順に従って XMPP サーバが設定されてい
ることを前提としています。 

 

XMPP サービスにアクセスするすべての場所に DNS SRV レコードが必要です。導入環境の構
成によっては、XMPP サーバに直接解決する LAN 内の内部 DNS レコード、または DMZ 内の
ロード バランサに解決するパブリック DNS レコードが必要な場合もあります。 

 
注：外部 DNS サーバで設定されていない値、または上書きする必要がある値を返すように 
DNS リゾルバを設定できます。dns rr コマンドを使用して、DNS サーバにクエリを送信す
る代わりにカスタム リソース レコード（RR）を返すように設定します。ただしこれには、
XMPP サーバを追加するときに各サーバでこれらのレコードを追加する必要があるという欠点
があります。詳細については、『MMP Command Line Reference』を参照してください。 

 

1. XMPP サービスのホスト サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）用に DNS A レコードを作
成し、それを XMPP サーバがリッスンするように設定されているインターフェイスの IP ア
ドレスに設定します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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WebRTC クライアントの使用を含む、クライアント接続を可能にするには、_xmpp- 
client._tcp レコードが必要です。一般的な導入環境では、これはポート 5222 に解決されま
す。LAN 内で Core サーバに直接ルーティング可能な場合は、Core サーバ上で実行されて
いる XMPP サービスに解決できます。 

次に例を示します。 

_xmpp-client._tcp.example.com に次の SRV レコードがあります。 

_xmpp-client._tcp. example.com 86400 IN SRV 10 50 5222 core1. 
example.com 

 
Core サーバにルーティングできない場所では、代わりに Edge サーバ上で実行されている
ロード バランサが XMPP トラフィックを処理する必要があります。上記の例の場合は、次
のようになります。 

 

_xmpp-client._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 60 5222 edge1. 

_xmpp-client._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 20 5222 edge2. 

_xmpp-client._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 20 5222 edge3. 

edge1. example.com は DMZ 内にあるため、インターネットからアクセス可能です。 

 
地理的に分散された複数の Edge サーバを使用できる場合は、GeoDNS を使用して、近接す
る Edge サーバを優先するようにクライアントに通知できます。 

 
XMPP サービスは、他の規格準拠の XMPP サービスとフェデレーションを行うことができ
ます。これを可能にするには、_xmpp-server._tcp SRV レコード（通常はポート 5269 に
解決される）を作成します。通常、XMPP フェデレーションはインターネットを介して行わ
れるため、これらのレコードは一般的に DMZ 内で使用可能なサーバを指す場合にのみ必要
になります。次に例を示します。 

 

_xmpp-server._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 60 5269 edge1. 

_xmpp-server._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 20 5269 edge2. 

_xmpp-server._tcp. 
example.com 

example.com 86400 IN SRV 10 20 5269 edge3. 

注：上記の例の 60 と 20 は優先順位です。DNS SRV レコードには優先順位のフィールド
があり、クライアントは優先順位が最も低いサーバから試行します。また、特定の優先順
位内にウェイト フィールドがあります。ウェイト「2、1、1」の場合、クライアントは
ウェイト「2」のサーバを 50 % の時間で選択します（ウェイト「1」のサーバには、それ
ぞれ 25 % の時間が選択されます）。 
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2. 次のコマンドを使用して、上記の例をテストします。 

nslookup -q=srv _xmpp-server._tcp.example.com 
nslookup -q=srv _xmpp-client._tcp.example.com 

 
6.2 XMPP サーバへの Call Bridge の接続 
Call Bridge が XMPP サーバにアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。 

1. Call Bridge の Web 管理インターフェイスにログインします。 

2. [設定（Configuration）] > [全般（General）] に移動します。 
 

 
 
3. [XMPP サーバ設定（XMPP Server Settings）] セクションのフィールドを設定します。 

 [Unique Call Bridge 名（Unique Call Bridge name）]（これは事前に設定されたコン
ポーネント名であり、図に示すようにドメイン部分は必要ありません）： 

cb_london 

 [ドメイン（Domain）]（これは事前に設定された XMPP サーバ ドメインです）： 

example.com 

 [サーバ アドレス（Server Address）] は、XMPP サーバの IP アドレスまたはホスト名
であり、オプションで <port>（デフォルトは 5223）を指定します： 

localhost:5223 

 [共有秘密（Shared secret）]：XMPP サーバの設定中に生成されます（セクション 3.5 
の手順 9 を参照）。 

4. このページ下部にある [送信（Submit）] を選択して、設定を保存します。 

5. [ステータス（Status）] > [全般（General）] に移動し、サーバ接続を確認します。以下のよ
うな詳細が表示されます。 
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xmpp callbridge コマンドの詳細については、『MMP Command Line Reference』を参照し
てください。 

 
6.3 トランクとロード バランサの導入 
分割導入では、XMPP サーバはセキュリティのために Core サーバ上に置かれ、Edge サーバ上
のロード バランサ経由で接続されます。Core サーバは Edge サーバへの TLS 接続を開始しま
す。Core サーバと Edge サーバは相互に認証し、Edge サーバはポート 5222 で着信クライア
ント XMPP 接続のリッスンを開始します。クライアント XMPP 接続はロード バランサにより
処理され、TLS トランクを使用して Core サーバに中継されます。 

 
注：トラフィックの向きについて：Core サーバは、内部ネットワークから DMZ 内の Edge 
サーバに接続します。これはファイアウォールが接続されている限り普通のトラフィックの向
きであり、内部ネットワークが NAT を使用している場合に便利です。 

 

図 18： 分割導入でのトランクとロード バランサのリスニング ポート 
 

 

XMPP サービスをホストしている Core サーバは、地理的に異なる場所にある複数の Edge サー
バに対して複数のトランクを作成できます。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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図 19： 分割導入に設定されているロード バランサ 
 

 
ロード バランサを構成するには、次のものが必要です。 

 パブリック接続に使用するネットワーク インターフェイスとポート 

 トランク接続に使用するネットワーク インターフェイスとポート 

 Edge サーバの単純名（タグ） 

 トランク TLS 接続用の、キーとそれに対応する証明書（および場合によっては CA 署名付き
の中間証明書のバンドル） 

 トランク接続の認証用の、信頼できる証明書のバンドル 

トランクを構成するには、次のものが必要です。 

 トランクの接続先の Edge サーバのドメイン名と IP アドレス 

 トランクの接続先の Edge ポート 

 トランクを使用するサービス（XMPP など）またはサービスによって使用されるポート 

 トランクの単純名（タグ） 

 トランク TLS 接続用のキーとそれに対応する証明書 

 トランク接続の認証用の、信頼できる証明書のバンドル 
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ロード バランサとトランクを単に再設定する場合は、セクション 6.3.1 の手順を実行します。
ただし、ロード バランサとトランクを初めて設定し、証明書を作成する必要がある場合は、
『Certificate guidelines』の手順に従ってください。『Certificate guidelines』には、セクショ
ン 6.3.1 と同じ手順が詳述されていますが、証明書を作成およびアップロードしてロード バラ
ンサとトランクに割り当てる方法についても説明されています。 

手順を実行した後、Core サーバと Edge サーバの間にトランクを導入します。 
 
6.3.1 ロード バランサとトランクの再設定 

 
注：このセクションは、ロード バランサとトランクの証明書が Meeting Server にすでにイン
ストールされていることを前提としています。 

 
1. Edge サーバの MMP に SSH でログインします。 

2. 次のコマンドを使用して、Edge インスタンスを作成します。 

loadbalancer create <tag> 

たとえば Edge サーバのタグが「Edge1to LB」の場合は、次のように入力します。 

loadbalancer create Edge1toLB 

3. 次のコマンドを使用して、ロード バランサの秘密キー/証明書ペアとトランクの証明書
を割り当てます。 

loadbalancer auth <tag> <keyfile> <certificatefile> <trust-bundle> 

keyfile と certificatefile は、ロード バランサの対応する秘密キー/証明書ペアの
ファイル名です。<trust-bundle> はトランクの証明書です。 

次に例を示します。 

loadbalancer auth Edge1toLB edge1.key edge1.crt core1.crt 
 
注：トランクの証明書 core1.crt は、Edge サーバに「信頼バンドル」として追加され
ます。 

 
4. 次のコマンドを使用して、トランク インターフェイスおよびポートを設定します。 

loadbalancer trunk <tag> <iface>:<port> 

たとえば、インターフェイス A のポート 4999 でトランク接続を許可する場合は、次のよう
に入力します。 

loadbalancer trunk Edge1toLB a:4999 

5. 次のコマンドを使用して、パブリック インターフェイスおよびポート（クライアント接続を
受け入れる）を設定します。 

loadbalancer public <tag> <iface:port whitelist> 

たとえば、B のポート 5222 でクライアント接続を許可する場合は、次のように入力します。  
loadbalancer public Edge1toLB b:5222 

http://www.acano.com/support/documentation/#server
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6. 一般的な Edge サーバ導入環境では、Web Bridge も有効化され、トランクを使用する必要
があります。これを許可するには、次のようにパブリック インターフェイスとしてループ
バックを設定します。 
loadbalancer public Edge1toLB b:5222 lo:5222 

7. 次のコマンドを使用して、トランクを有効にします。 

loadbalancer enable <tag> 

例： 
loadbalancer enable Edge1toLB 
 

注：パブリック ポートは接続を処理するトランクが存在しない限り開かれません。 

 
8. Core サーバの MMP に SSH でログインします。 

9. Core サーバと Edge サーバの間に XMPP トラフィック用のトランクを作成します。 

trunk create <tag> <port/service name> 

次に例を示します。 
trunk create trunktoEdge1 xmpp 

10. 次のコマンドを使用して、トランクの秘密キー/証明書ペアとロード バランサの証明書を割
り当てます。 

trunk auth <tag> <key-file> <cert-file> <trust-bundle> 

keyfile と certificatefile は、トランクの対応する秘密キー/証明書ペアのファイル
名です。<trust-bundle> はロード バランサの証明書です。 

次に例を示します。 

trunk auth trunktoEdge1 core1.key core1.crt edge1.crt 
 

注：ロード バランサ証明書 edge1.crt は、Core サーバに「信頼バンドル」として追加
されます。 

 
11. 次のコマンドを使用して、このトランクが接続する Edge サーバを設定します。 

trunk edge <tag> <edge name/ip address> [<default port>] 

たとえば、Edge サーバの名前が edge1.example.com で、ポート 4999 を使用する場合
は、次のように入力します。 

trunk edge trunktoEdge1 edge1.example.com 4999 
 

注：ドメイン名が複数の IP アドレスに解決されると、そのすべてに対して接続が試行され
ます。 
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12. トランク インターフェイスを有効にします。 

trunk enable <tag> 

次に例を示します。 

trunk enable trunktoEdge1 
 

注：ロード バランサとトランクのコマンドの完全なリストを確認するには、『Cisco 
Meeting Server MMP Command Reference』を参照してください。 

 
6.4 XMPP の復元力のサポート 
XMPP の復元力により、特定の XMPP サーバにアクセスできないクライアントに対するフェー
ルオーバー保護が実現します。XMPP の復元力は、導入環境で少なくとも 3 台の XMPP サーバ
を使用するマルチサーバ導入で設定できます。 

 
注：XMPP サーバが 2 台のみの導入では、復元力の利点を活用できません。また、1 台に障害
が発生した場合に、事実上スタンドアロン モードと比べて障害のリスクが倍増し、停止の原因
になります。これは、フェールオーバー アルゴリズムで、マスターとなる XMPP サーバをシ
ステムが的確に決定するためには、ノードの過半数が使用可能である必要があるためです。 

 
復元力のあるモードで設定すると、導入環境内の XMPP サーバに同じ設定がロードされます。
それぞれが他のサーバの場所を把握し、サーバ間にリンクが確立されます。サーバはキープア
ライブ メッセージを使用して互いをモニタし、マスターを選出します。XMPP メッセージはい
ずれのサーバにでも送信できます。メッセージはマスター XMPP サーバに転送されます（図 20 
を参照）。XMPP サーバは引き続き互いをモニタし、マスターに障害が発生すると新しいマス
ターが選出され、他の XMPP サーバは新しいマスターにトラフィックを転送します。 

 
図 20： XMPP サーバによるマスター XMPP サーバの選出 

 

 
 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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復元力のある導入環境では、Call Bridge が接続する XMPP サーバは DNS によって制御されま

す。この選択は、指定された DNS の優先順位とウェイトに基づきます。Call Bridge は一度に 

1 台の XMPP サーバにのみ接続します。すべてのトラフィックがマスターに転送されるため、

すべての Call Bridge が同じ XMPP サーバに接続するための要件はありません。ネットワークの

問題によって Call Bridge と XMPP サーバの接続が切断された場合、Call Bridge は別の XMPP 

サーバに再接続しようとします（図 21 を参照）。 
 
図 21： XMPP サーバに接続している Call Bridge 

 

 

Call Bridge は、接続できる XMPP サーバで設定する必要があります。これには、各 Call Bridge 
の名前および秘密を各 XMPP サーバに追加することが含まれます（図 22 を参照）。 

 
図 22： XMPP サーバに追加された Call Bridge の名前と秘密 
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まとめると次のとおりです。 

 XMPP サーバが認識している Call Bridge の名前と共有秘密で構成される 1 つのアカウント
を使用して、各 Call Bridge を設定します。 

 クラスタ内の各 XMPP サーバに、これらの Call Bridge アカウントのリストが必要です。す
べての Call Bridge が接続できるように、このリストは各 XMPP サーバで一致している必要
があります。Call Bridge を 2 台目および 3 台目の XMPP サーバに追加する場合は、秘密を
正しく設定することが重要です。 

セクション 6.4.1 の例では、XMPP の復元力を設定するための Call Bridge と XMPP サーバの設
定プロセスについて説明します。 

クライアントはロード バランサ経由で接続します。各ロード バランサは、1 台以上の XMPP 
サーバからのトランクを保持するように設定できます。接続のフル メッシュは必要ありません
（図 23 を参照）。ロード バランサがマスター XMPP サーバからのトランクを保持していない
場合、トラフィックは別の XMPP サーバを経由して内部的にルーティングされます。 

 
図 23： XMPP サーバに接続しているロード バランサ 

 

 

 
6.4.1 XMPP の復元力の導入例 

この XMPP の復元力の導入例では 3 台の XMPP サーバを使用し、XMPP サーバを初めて設定す
ることを前提としています。事前に既存のサーバに XMPP を導入済みである場合、手順 1 ～ 4 
は新しいサーバでのみ実行する必要があります。同様に、手順 8 ～ 10 と手順 23 ～ 25 はすで
に実行済みである可能性があります。これらの手順を繰り返す必要はありません。 

XMPP の復元力を以前に導入している場合は、次の手順を実行する際に、1 台目以外のすべて
のサーバをリセットすることを推奨します。 
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XMPP サーバ ノードごとに MMP への SSH 接続を確立してログインし、cms> プロンプトで手
順 1 ～ 4 を実行します。 

1. このノードがすでに XMPP 用に使用されている場合は、このノードの XMPP 設定をリセッ
トします。 
xmpp reset 

2. この XMPP サーバのコンポーネントの秘密を作成します。 
xmpp domain <domain-name> 

3. XMPP サーバがリッスンするインターフェイスを設定します。 
xmpp listen <interface whitelist> 

4. 認証局によって提供された、シスコ ミーティング アプリケーションへの接続に必要
な秘密キー、証明書ファイル、および証明書バンドルを割り当てます。 
xmpp certs <keyfile> <certificatefile> [<cert-bundle] 

ここで keyfile と certificatefile は、対応する秘密キーと証明書のファイル名です。CA によ
り証明書バンドルが提供されている場合は、バンドルも個別のファイルとして証明書に含め
ます。 

次に例を示します。 
xmpp certs xmppserver1.key xmppserver1.crt xmppserverbundle.crt 

 
すべてのボックスで同じ証明書を使用した場合は、手順 5 と 6 を省略し、手順 7 でホワイトリ
ストとして証明書自体を使用します。 

5. SFTP を使用して XMPP サーバの証明書をすべてダウンロードし、次のいずれかの方法
で、ホワイトリストに含める証明書のバンドルとして 1 つにまとめます。 

o Linux または Unix 系のオペレーティング システム 

cat xmppserver1.crt xmppserver2.crt xmppserver3.crt > xmpp- 
cluster-whitelist.crt 

o Windows または DOS 

copy xmppserver1.crt + xmppserver2.crt + xmppserver3.crt xmpp- 
cluster-whitelist.crt 

o メモ帳またはメモ帳 ++ を使用して手動で証明書をまとめます。最初の証明書の「END 
CERTIFICATE」行と 2 つ目（および以降）の証明書の「BEGIN CERTIFICATE」行の間に
スペースを挿入しないでください。ただし、ファイルの最後には改行が必要です。ま
た、Base64 エンコード形式である必要があります。 

6. SFTP を使用して、すべての Meeting Server に xmpp-cluster-whitelist.crt をアッ
プロードします。 

7. 各ノードで、手順 6 のホワイトリストに含める証明書のバンドルを割り当てます。次
に例を示します。 

xmpp cluster trust xmpp-cluster-whitelist.crt 
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または、複数のサーバで 1 つの証明書を使用する場合は次のとおりです。 

xmpp cluster trust xmppserver.crt 

XMPP サーバが配置されたノードのいずれかでクラスタリングを設定します。このノードで手順 
8 ～ 14 を実行します。 

8. XMPP サーバ ノードを有効にします。 
xmpp enable 

9. XMPP クラスタに接続する Call Bridge のいずれか 1 つを設定します。 
xmpp callbridge add <callbridge name> 

次のように、秘密が自動的に生成されます。 

cms>xmpp callbridge add cb1 
Added callbridge: Secret: QeFAAoCcQ8aMhjBCgK1 

これにより、cb1 という名前の Call Bridge との接続を許可するように XMPP サーバが設定
されます。 

ドメイン、Call Bridge 名、および生成された秘密を書き留めます。この情報は、後で 
XMPP サーバへの Call Bridge アクセスを設定する（これにより、Call Bridge は認証の詳
細を XMPP サーバに提示します）際に必要です。 

10. XMPP クラスタに接続するすべての Call Bridge に対して手順 9 を繰り返します。各 
Call Bridge に一意の名前が必要です。 

 
注：すでに XMPP サーバに追加済みの Call Bridge の詳細情報を控えていない場合は、次
のコマンドを使用します。 
xmpp callbridge list 
XMPP クラスタに接続する各 Call Bridge のドメイン、名前、生成された秘密を書き留め
てください。これらは手順 17 で必要になります。 

 

11. この XMPP サーバ ノードを無効にします。 
xmpp disable 

12. このノードの XMPP クラスタを有効にします。 
xmpp cluster enable 

13. このノードの XMPP クラスタを初期化します。このコマンドによって、1 ノードの XMPP 
クラスタが作成されます。手順 22 でこのクラスタに他のノード（XMPP サーバ）を追加
します。 
xmpp cluster initialize 

14. このノードを再度有効化します。 
xmpp enable 

15. このノードの IP アドレスを書き留めます（手順 22 で必要）。 
xmpp cluster status 
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クラスタ内の残りの XMPP サーバ ノード（ノード 2 と 3）に対して、それぞれ手順 16 ～ 22 
を実行します。 

16. XMPP サーバ ノードを有効にします。 
xmpp enable 

17. このノードに各 Call Bridge を追加します。最初の XMPP サーバ ノードと同じ Call Bridge 
名および秘密を使用して Call Bridge を追加する必要があります。これは、次のコマンドを
使用して行います。 
xmpp callbridge add-secret <callbridge name> 
Enter callbridge secret> 

18. 手順 17 を繰り返して、このノードに Call Bridge の秘密をすべて追加します。 

19. このノードを無効にします。 
xmpp disable 

20. このノードの XMPP クラスタを有効にします。 
xmpp cluster enable 

21. このノードを再度有効化します。 
xmpp enable 

22. このノードをクラスタに追加します。<cluster> は手順 15 で書き留めたノードの IP ア
ドレスまたはドメイン名です。 
xmpp cluster join <cluster> 

次に、クラスタ内の XMPP サーバの認証の詳細を使用して各 Call Bridge を設定します。これ
により、Call Bridge が XMPP サーバにアクセスできるようになります。 

23. いずれかの Call Bridge で Web 管理インターフェイスにログインします。 

24. [設定（Configuration）] > [全般（General）] に移動して次のように入力します。 
 

o 手順 9 および 10 で使用した一意の Call Bridge 名。以下に示すようにドメイン部分は不
要です。 
cb1 

o ドメイン。これは XMPP サーバ ドメインです。 
example.com 

o XMPP サーバのサーバ アドレス。この Call Bridge で同じ場所に配置された XMPP サー
バのみを使用する場合、または DNS を設定していない場合にこのフィールドを設定しま
す。同じ場所に配置された XMPP サーバを使用することで、遅延が軽減されます。この 
Call Bridge が XMPP サーバ間でフェールオーバーできるようにするには、このフィール
ドを空白にします。この場合は DNS エントリを設定する必要があります（以下の注記を
参照）。 
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注：XMPP サーバ ノードの DNS レコードの設定方法については、セクション 6.1 を参
照してください。Call Bridge と XMPP サーバの接続に DNS を使用する予定がある場合
は、クラスタ内の各 XMPP サーバの DNS A レコードに解決されるように、XMPP クラ
スタ用の DNS SRV レコードも設定する必要があります。DNS SRV レコードの形式は
次のとおりです。 
_xmpp-component._tcp.<domainNameofXMPPserver> 

次に例を示します。 
_xmpp-component._tcp.example.com.86400 IN SRV 0 0 5223 
xmppserver1.example.com 
_xmpp-component._tcp.example.com.86400 IN SRV 0 0 5223 
xmppserver2.example.com 
_xmpp-component._tcp.example.com.86400 IN SRV 0 0 5223 
xmppserver3.example.com 

上記の例では 5223 を指定します（5223 がすでに使用されている場合は別のポートを
使用してください）。 

 
o 手順 9 および 10 で使用した、この Call Bridge に使用する共有秘密。 

o 共有秘密の確認。 

25. クラスタに接続する各 Call Bridge に対して手順 23 と 24 を繰り返します。 

この段階でクラスタが動作している必要があります。次のコマンドを使用して
確認できます。 

xmpp cluster status 
 
XMPP クラスタの現在の状態に関するレポートが表示されます。クラスタに障害が発生してい
る場合、このコマンドはこの Meeting Server で実行されている XMPP サーバの統計情報のみ
を返します。接続問題の診断を試みるには、このコマンドを使用します。 

 
6.4.2 XMPP クラスタ内の問題の特定 

以下の表 2 に、syslog サーバに表われる可能性がある症状の考えられる要因を示します。 
 
表 2： XMPP クラスタリングの問題のトラブルシューティング 

 
症状 考えられる原因 

多数の TCP 
の失敗 

XMPP サーバ間で信頼が適切に設定されていない可能性があります。または、ノード間の接続に問
題があります。各ノードがポート 5222 に到達できるかどうかをテストしてください。 

クライアン
トによって
ログアウト
された 

フェールオーバー検出が 10 秒に設定されています。これは、場合によってはクライアントによる
ログアウトが発生する十分な時間です。シスコ ミーティング アプリケーションは、Call Bridge が
再接続すれば、自動的に再ログインします。ただし、WebRTC クライアントは再ログインする必要
があります。 
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頻繁な選出 クラスタ内でマスター ノードが頻繁に選出される場合は、ネットワークに問題があることを示して
いる可能性があります。マスター ノードは他のスレーブ ノードから 10 秒以内に応答がないと、マ
スターから降格します。同様に、スレーブ ノードは 10 ～ 20 秒のランダムな時間内にマスター 
ノードから応答がなければ、選出の候補になります（ランダムな時間により複数のスレーブ ノード
がマスターの役割を引き継ぐことを防ぎます）。 
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7 Web Bridge の導入 
 
注：WebRTC クライアントを使用しない場合は、この章をスキップしてください。 

 

特に明記されていない限り、これらの手順は結合導入にもスケーラブルな分割導入にも同様に適
用されます。 

 
7.1 Web Bridge の証明書の設定 
各 Web Bridge には、Web RTC クライアントとの TLS 接続を確立するために使用する、キー
と証明書のペアが必要です。まだ設定していない場合は、証明書を作成およびアップロードし
て Web Bridge に割り当ててください。手順は『Certificate guidelines』に記載されています。 

 
7.2 API を使用した Web Bridge の設定 

 
注：Web 管理インターフェイス経由でも 1 つの Web Bridge を設定できますが、複数の Web 
Bridge を使用する場合は、以下で説明するように、API のみを使用してすべて設定することを強
く推奨します（POSTMAN ツールを使用した例については、付録 E.2 を参照してください）。 

 

API を使用して次の項目を設定します。 

 Web Bridge にアクセスするために Call Bridge が使用する URL。 

 アクセスするスペースの制御（ミーティングの招待に含まれる Web リンクを使用したス
ペースへのアクセスを Web Bridge がゲストに許可するかどうかなど）。デフォルトで
は、スペースに参加する前にゲストがコール ID とパスコードの両方を入力する必要がある
セキュア モードが設定されます。Web リンク経由のアクセスは、追加の詳細情報を提供
しなくてもデフォルトで許可されます。 

 ビジターがスペースに参加できるように、Web Bridge がスペースおよびスペース アクセ
ス方式のコール ID を受け入れるかどうか。このパラメータが指定されていない場合はデ
フォルトの true に設定され、ビジターは参加を許可されます。 

 Web Bridge が、Lync のスケジュール済み会議 ID に解決される登録済みユーザ ID を受け
入れるかどうか。このパラメータが指定されていない場合はデフォルトの false に設定さ
れ、ID は Lync のスケジュール済み会議 ID に解決されません。パラメータを true に設定
すると、WebRTC クライアント ユーザは WebRTC ログイン ページで Lync 会議 ID を入
力することで、スケジュール済みの Lync 会議に参加できます。 

 Web Bridge に関連付けられたテナントおよびテナント グループ（必要な場合）。 

 WebRTC クライアントのランディング ページの背景イメージおよびロゴのカスタマイ
ゼーション（必要な場合）。 

https://www.acano.com/support/documentation#server
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API を使用した Web Bridge の設定の詳細については、『API Reference Guide』の「Web 
Bridge Methods」を参照してください。 

例： 

1. いずれかの Call Bridge で API を使用して、各 Web Bridge に /webBridges/<web bridge 
id> ノードを作成します。 

a. たとえば、Web Bridge ごとに通常の方法で API にアクセスします。 

b. 次の値を実際の値に置き換えて Call Bridge の /webBridges ノードに POST します
（各 Web Bridge に一意の URL が必要です）。 

url = https://join.example.com 
resolveLyncConferenceIds= true 

 
注：Web 管理インターフェイスにログインして [設定（Configuration）] > [全般
（General）] に移動し、[ゲスト アカウント Jid ドメイン（Guest Account Jid 
Domain）] フィールドを設定する必要はありません。このフィールドは、Web 管理イ
ンターフェイスを使用して設定した単一の Web Bridge にのみ適用されます。 

 
7.3 シスコ ミーティング アプリケーションおよび WebRTC クライアン

トの情報 
最新リリースの Meeting Server を使用します。PC でシスコの Web サイトから最新のシスコ 
ミーティング アプリケーション ソフトウェアをダウンロードして、インストールします。 

以下の図 24 に、さまざまな場所にある Edge サーバで Web Bridge が有効になっていて、
Core サーバに Call Bridge が配置された分割導入を示します。 

シスコ ミーティング アプリケーション ユーザがコールする場合： 

1. クライアントは XMPP SRV ルックアップを実行して、使用するクラスタ内のロード バラン
サを特定します。複数のルールを使用することによって、ロード バランサが選択されます。 

2. このコール用に選択された Call Bridge は、使用する TURN サーバのリストをクライアント
に送信します。 

3. コールが開始されると、シスコ ミーティング アプリケーションは選択対象となる（Call 
Bridge で設定されている）TURN サーバのリストを受信します。PC クライアントは使用可
能な TURN サーバのセットを照会し、空き状況、場所、TURN サーバの負荷に基づいていず
れかを選択します。 

コールに使用するロード バランサと TURN サーバが同じ場所に配置されている必要
はありません。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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WebRTC クライアント ユーザがコールする場合： 

1. ユーザの Web ブラウザは単純な DNS A レコード ルックアップを実行して Web Bridge を
選択します。 

2. Web Bridge は WebRTC クライアントが使用する TURN サーバのアドレスを提供します。 

コールに使用する Web Bridge、ロード バランサ、および TURN サーバが同じ場所に配置され
ている必要はありません。 

 

図 24： 分割導入に設定されている Web Bridge 
 

 
 
 
7.4 HTTP リダイレクトおよび Web Bridge の有効化 
Web Bridge は HTTPS をサポートします。「httpredirect」を使用するように設定されている場
合は、HTTP が HTTPS に転送されます。詳しくはセクション 3.6 で説明されています。 
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8 TURN サーバの導入 
TURN サーバは、ポート 443 と 3478 の両方で UDP および TCP の両方の接続をリッスンしま
す。バージョン 2.0.4 以降、TURN サーバが API で type=”acano” として設定されている場合、
または Web 管理インターフェイスを使用して設定されている場合、デフォルトで Call Bridge 
は TCP ポート 3478 を使用して TURN サーバとの通信を試行します。バージョン 2.0.4 より前
は、Call Bridge が TCP ポート 443 を使用して TURN サーバとの通信を試行していました。 

TURN サーバが「acano」以外のタイプで設定されている場合、Call Bridge は引き続き TURN 
サーバの TCP ポート 443 への接続を試行します。バージョン 2.0.4 以降で他のタイプが機能
するようにするには、次のいずれかを実行します。 

 TURN サーバが 443（または現在使用しているいずれかのポート）を使用するように、
Call Bridge で tcpPortNumberOverride を設定します。これにより、バージョン 
2.0.4 より前の元の動作とまったく同じ新しい動作が実行されるようになります。 

または 

 TCP ポート 3478 を開くファイアウォール ルールを変更します。 
 

注：単一結合サーバ導入環境の場合、TURN サーバはループバック インターフェイスのポート 
443 ではリッスンしません。 

 
8.1 TURN サーバの設定 
特に明記されていない限り、これらの手順は結合導入にも分割導入にも同様に適用されます。 

 
注：Web 管理インターフェイス経由でも 1 つの TURN サーバを設定できますが、複数の 
TURN サーバが存在する場合は、「Call Bridge で TURN サーバを設定する」で説明するよう
に、API のみを使用して設定することを強く推奨します。 

 

1. 各 TURN サーバを設定して有効にします。 

a. MMP に SSH でログインします。 

b. 次のコマンドで、TURN サーバを構成します。 
turn credentials <username> <password> <realm> 

次に、ユーザ名が myusername、パスワードが mypassword で、レルム example.com 
を使用する例を示します。 
turn credentials myusername mypassword example.com 

c. TURN サーバが NAT の背後にある場合、以下を実行して、TURN サーバがアドバタイズ
するパブリック IP アドレスを設定します。 
turn public-ip <ip address> 
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注：TURN サーバが、NAT ではなくパブリック IP アドレスを使用している場合（下の
図と注記を参照）、この手順は必要ありません。 

 
 
図 25： TURN サーバのパブリック IP アドレス 

 
 

 
 
 

注：* TURN サーバと外部クライアントとの間のポート範囲は 32768 ～ 65535 と示され
ていますが、現在は 50000 ～ 51000 のみが使用されています。必要とされる範囲は、将
来のリリースでは拡大される可能性があります。 

 

以下の例では、パブリック IP アドレスは 5.10.20.99 に設定されています。 

turn public-ip 5.10.20.99 

d. 次のコマンドを実行して、TURN サーバが特定のインターフェイス上でリッスンを実行
するように構成します。 
turn listen <interface whitelist> 

次の例では、インターフェイス リストがインターフェイス C に設定されます。 
turn listen c 

 
注：TURN サーバがリッスンするインターフェイスは、複数指定できます。TURN 
サーバに複数のインターフェイスを指定する場合、最初の 1 つはパブリック インター
フェイスでなければなりません。つまり、パブリック ネットワーク上にあるインター
フェイスか、または NAT の転送先のインターフェイスです。 
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e. TURN サーバがリッスンするポートは、以下のコマンドで選択します。 
turn tls <port|none> 

次に例を示します。 
turn tls 443 

 
注：外部の場所からの接続性を最大化するために、TURN サーバと Web Bridge の両
方にポート 443 を使用することを推奨します。ただし、TURN サーバ上で TCP-to-
UDP インターワーキングをセットアップする場合は、Web Bridge と TURN サーバ
は、異なるインターフェイス/ポートの組み合わせでリッスンする必要があります。 

両方をポート 443 で稼働するには、それらが別々のサーバまたは VM 上で稼働してい
る必要があります。同じサーバまたは VM 上で稼働する場合は、異なるインターフェ
イスと異なるサブネット上に配置する必要があります。 

これが不可能な場合は、TURN サーバに非標準ポートを選択し（例：turn tls 
447）、tcpPortNumberOverride パラメータを使用して Call Bridge にポートを設
定します（以下の手順 4 を参照）。 

 

f. 次のコマンドで、TURN サーバを有効にします。 
turn enable 

2. TCP で送信されるメディアは TLS を使用して暗号化されるので、TCP-to-UDP インター
ワーキングを実行する各 TURN サーバ上に証明書が必要です。証明書は、Web Bridge で使
用するものと同じ CA により署名される必要があります。 

a. TURN サーバの秘密キーと証明書署名要求（.csr）ファイルを生成します。秘密キー
と .csr ファイルの生成方法については、『Certificate Guidelines』を参照してください。 

b. 証明書（および証明書バンドル）と秘密キーのペアをアップロードして TURN サーバ
に割り当てます。詳細については、『Certificate Guidelines』を参照してください。 

 
3. API を使用して、Call Bridge で各 TURN サーバに /turnServer/<turn Server id> ノードを設
定するか、複数のインスタンスを指す DNS レコードを持つ 1 つのノードを作成します。 

 
たとえば、通常の方法で API にアクセスします。次に TURN サーバごとに、次のパラ
メータ値を実際の値に置き換えて Call Bridge の /turnServers ノードに POST します。 

serverAddress = edge1.example.com 
clientAddress = edge1.example.com 
username = fred 
password = password 
type = Acano 

 

http://acano.com/support/documentation#server
http://acano.com/support/documentation#server
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4. 上記の手順 1e で TURN サーバ上の TCP に非標準ポートを設定した場合は、オブジェクト / 
turnServers/<turn Server id> で API パラメータ tcpPortNumberOverride を使用して、
この値を Call Bridge に設定します。 

 
たとえば、メディアをインターワーキングする TURN サーバの場合、Call Bridge の / 
turnServers ノードに対して POST を実行すると、指定した値によって以下のパラメータ値
が置き換えられます。 

tcpPortNumberOverride = 447 
 

注：設定済みの Lync Edge サーバでは、常に TCP ポート番号が自動的に決定されるた
め、このパラメータは不要です。 

 
完成した導入環境については、図 26 を参照してください。 

 
図 26： 分割導入に設定されている TURN サーバ 
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9 スペースとユーザ エクスペリエンス 
 
注：この章では、各 Call Bridge と一緒に XMPP サーバが配置された復元力のある導入を示し
ます。これは、今後のリリースで使用可能になる XMPP の復元力機能を想定しています。それ
までは、XMPP ドメインあたり 1 台の XMPP サーバのみの使用を推奨します。 

 

スペースはクラスタ内のいずれかの Call Bridge への API コールによって作成することができ、
このクラスタに接続されているすべての Call Bridge はこれらのスペースを認識できます。
POSTMAN ツールを使用した例については、付録 E.5 を参照してください。 

 スペースの命名方式は以前のリリースと同じです。 

 スペースの設定（アクセス方式、URI、パスコードなど）は、そのスペースの各メンバーで同
一です。 

 
以下の 2 つの図は、分割導入での異なるスペースに対する 2 つの PC クライアント コールをそ
れぞれ示しています。この図について説明します。 

 すべての Call Bridge は、場所に関係なく、同じスペース データベース インスタンスから読
み取ります。 

 制御およびメディア ルート（つまり使用されるコンポーネント インスタンス）はクライアン
トの場所によって異なります。ロンドンの PC クライアントからのコールで別の場所にある 
TURN サーバとロード バランサが使用されるように、複数の Point of Presence が関係する
可能性があります。 

 
図 27： 結合導入での 2 つの PC クライアントによる異なるスペースへのコール 
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図 28： 分割導入での 2 つの PC クライアントによる異なるスペースへのコール 
 

 

次の 2 つの図は、会議が複数の Call Bridge でホストされている場合（分散型会議）、これらの 
Call Bridge が必要な音声およびビデオ ストリームを交換することで、それぞれがすべての参加
者を認識することを示しています。 

 スペース内の会議への参加エクスペリエンスは、参加者の所在地または使用するコンポーネ
ントに関係なく、すべての参加者で同じです。つまり、スペースが 1 つの Call Bridge でホ
ストされている場合と変わりません。 

 ただし、1 つの Call Bridge でホストされる会議と同様に、各参加者に表示されるレイアウト
などのコール中のエクスペリエンスは、コール レッグの設定（API を使用して設定する）お
よび現在の発言者/前回の発言者によって異なります。 

参加者には、同一の会議で自分と同じ Call Bridge に接続しているすべての参加者、および他
の Call Bridge への分散リンクごとに最大 4 人の参加者が連続表示されます。 

例 1：参加者 1 は、参加者 2、3、4 とともに Call Bridge A に接続しています。参加者 5、
6、7、8 は Call Bridge B、参加者 9、10、11、12 は Call Bridge C に接続しています。参加
者 1 が「すべて等しい」レイアウトを選択すると、他の 11 人の参加者（2 ～ 12）が表示さ
れます。 
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例 2：参加者 1 は、参加者 2、3 とともに Call Bridge A に接続しています。参加者 4、5、
6、7 は Call Bridge B、参加者 8、9、10、11、12 は Call Bridge C に接続しています。参加
者 1 が「すべて等しい」レイアウトを選択すると、Call Bridge A および B の参加者 2 ～ 7 に
加え、Call Bridge C の参加者 8、9、10、11、12 のうち直近の発言者 4 人が表示されます。 

 
Call Bridge は、エンドポイントからのコールを受信するたびに他の Call Bridge にクエリを送信
し、すでにスペースをインスタンス化しているかどうかを確認します。すでにインスタンス化
している場合は、2 つの Call Bridge 間にリンクが確立され、両者間の分散リンクになります。
いずれかの Call Bridge に他のエンドポイントが接続すると、リンクによって 2 つの Call 
Bridge 間でアクティブな参加者のビデオ ストリームの送信が開始されます。分散型コールの一
方で最後のエンドポイントが接続を解除すると、その Call Bridge からもう一方へのリンクが切
断され、コールは分散されなくなります。 

 
図 29： 結合導入での 2 つの Call Bridge によるスペース A へのコール 
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図 30： 分割導入での 2 つの Call Bridge によるスペース A へのコール 
 
 

 
 
 
以下の 2 つの図に、スペースに 4 人が参加した場合の表示とメディア フローの例を示します。 
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図 31： 結合導入で PC クライアントがスペース A にダイヤルした場合のメディア フローと表示の例 

 
 

 
図 32： 分割導入で PC クライアントがスペース A にダイヤルした場合のメディア フローと表示の例 
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10 ダイヤル プラン設定：SIP エンドポイント 
 
10.1 はじめに 
SIP、Lync、および音声環境で Meeting Server を統合するには、以下の図 33 に示すように、
SIP コール制御、Lync FE サーバ、および音声コール制御から Meeting Server への接続を
セットアップする必要があります。Meeting Server を必要とするコールを正しくルーティン
グするには、これらのデバイス上でコール ルーティング設定を変更する必要があります。 

この例（下図を参照）では、SIP ビデオ エンドポイント、Lync クライアント、および IP フォ
ンが混在する企業向け導入を想定しています。Meeting Server により、Lync クライアントと 
SIP ビデオ エンドポイントの接続、および Lync クライアントと IP フォンの接続が可能です。 

SIP ビデオ エンドポイントは vc.example.com というドメイン上で構成し、Lync クライアン
トは example.com というドメイン上で構成します。この例は、必要に応じて調整する必要が
あります。 

 
注：この図およびこの導入ガイドの後続の図では、Acano X シリーズの導入を例として使用し
ていますが、その手順は仮想化導入環境にも同様に適用されます。 

 
図 33： ダイヤル プラン設定用の導入例 

 

 
 

上の図に示すように、Lync FE サーバには、Lync クライアントから発信されたコールを、
Meeting Server スペースを経由して、シスコ ミーティング アプリケーション ユーザ（ネイ
ティブと WebRTC）および SIP ビデオ エンドポイントにルーティングするように設定され
た、Meeting Server への信頼できる SIP トランクが必要です。サブドメイン vc.example.com
（SIP ビデオ エンドポイント）と meetingserver.example.com（スペースおよびシスコ ミー
ティング アプリケーション）は、このトランク経由で Lync FE サーバから Meeting Server に
ルーティングされる必要があります。 
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SIP コール制御プラットフォームには、example.com ドメイン（Lync クライアント）および 
meetingserver.example.com（スペースおよびシスコ ミーティング アプリケーション）への
コールを Meeting Server にルーティングするようにセットアップされた SIP トランクが必要
です。 

Meeting Server には、ドメイン example.com のコールを Lync FE サーバに、サブドメイン 
vc.example.com のコールを SIP コール制御プラットフォームにそれぞれルーティングするダ
イヤル プランが必要です。 

このソリューション全体に必要な構成は、これ以降に記載されている各手順を順次実行して構
築されます。カスタマイズされたインストールを予定している場合は、必要に応じて例を調整
しながら、記載順に手順を進めてください。 

 
10.2 Meeting Server 上のコールにダイヤルする SIP エンドポイント 
SIP ビデオ エンドポイントと、VCS および Meeting Server 上での設定のみを使用して、その
エンドポイント向けにコールを転送およびホストすることから始めてみましょう。 

 
図 34： Meeting Server ホステッド コールへの SIP ビデオ エンドポイントのコール例 

 

 

10.2.1 SIP コール制御の設定 

この例では、SIP Call Control を Cisco VCS と想定していますが、他のコール制御デバイスで
必要な手順もこれと似ています。Cisco Unified Communications Manager や Polycom DMA 
などの他の例については、『Cisco Meeting Server Deployments with Call Control guide』を
参照してください。 
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管理者として VCS にログインし、以下の手順に従って、コールを Meeting Server にルーティ
ングするようにゾーンをセットアップします。 

1. [VCS 設定（VCS Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [新規（New）] に移動します。 

2. 以下のように指定してゾーンを作成します。 

 H.323 Mode = Off 
 SIP Mode = On 
 SIP Port = 5060（TLS を使用している場合は 5061） 

 SIP Transport = 必要に応じて TCP または TLS 

 SIP Accept Proxied Registrations = Allow 
 Authentication Policy = 認証済みとして処理 

 SIP Authentication Trust Mode = Off 
 Peer 1 Address = Call Bridge の IP アドレス 

 
10.2.2 VCS 検索ルールの設定 

以下の手順に従って、コールを Meeting Server にルーティングする検索ルールを VCS に追加
します（たとえば、コール プレフィックス 88 を使用してビデオ エンドポイントのコールを 
Meeting Server 上のコールにルーティングします）。 

1. [VCS 設定（VCS Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial Plan）] > [検索ルール（Search 
rules）] に移動します。 

2. ルールに適切な名前（たとえば VC EPs to Meeting Server）を付けます。 

3. 次の設定を行います。 

 Source = Any 
 Request Must Be Authenticated = No 
 Mode = Alias pattern match 
 Pattern Type = Regex 
 パターン文字列（Pattern String） = .*@meetingserver.example.com 

 Pattern Behavior = Leave 
 On Successful Match = Stop 
 ターゲット（Target） = Meeting Server 用に作成したゾーン 
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10.2.3 Meeting Server 上でのスペースの作成 

エンドポイントが参加するスペースを、Meeting Server 上で以下のように作成します。 

1. Web 管理インターフェイスにサインインします。 

2. [設定（Configuration）] > [スペース（space）] と移動します。 

3. スペースを、以下を指定して追加します。 

 名前（Name）：Call 001 など 

 URI：88001 など 
 
注：スペースは API から作成することもできます。『API Reference Guide』を参照してくだ
さい。 

 
10.2.4 Meeting Server でのダイヤル プラン ルールの追加 

1. Web 管理インターフェイスで、[設定（Configuration）] > [アウトバウンド コール（Outbound 
Calls）] に移動し、以下の詳細を指定してダイヤル プラン ルールを追加します。 

 ドメイン（Domain） = vc.example.com 

 SIP Proxy = VCS の IP アドレスまたは FQDN 

 Local Contact Domain = 
注：[ローカルの連絡先ドメイン（local contact domain）] フィールドは、Lync へのト
ランクを設定する（セクション 11.1.2 を参照）場合以外、空白のままにしてください。 

 ローカルのドメイン元（Local From Domain） = meetingserver.example.com 

 Trunk Type=Standard SIP 
 
これで SIP ビデオ エンドポイントは、88001@meetingserver.example.com をダイヤルする
ことで、Meeting Server 上でホストされるコール 88001 に参加できます。 

 
10.3 SIP コールのメディア暗号化 
Meeting Server は、Lync コールを含む SIP 接続のメディア暗号化をサポートします。 

これは Web 管理インターフェイスの [設定（Configuration）] > [通話設定（Call settings）] 
ページで設定し、Meeting Server との間でやり取りされる SIP コールの暗号化について、[必須
（Required）]、[許可（Allowed）]、または [無効（Disabled）] を指定できます。さらに、この
設定への変更をすでに進行中の SIP コールに適用するか（[アクティブ コールに適用（Apply to 
Active Calls）] ボタン）、または [通話設定（Call Settings）] ページの最後にある [送信
（Submit）] ボタンを使用して、以降のコールのみに適用するかを選択できます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
mailto:88001@meetingserver.example.com
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1. Web 管理インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > [通話設定（Call 
settings）] に移動します。 

2. [SIP メディア暗号化（SIP Media Encryption）] の適切な設定値を選択します（Required、
Allowed、または Disabled）。 

3. [送信（Submit）] または [アクティブ コールに適用（Apply to Active calls）] のいずれかを
クリックします。 

 
注：Web 管理インターフェイスの [設定（Configuration）] > [アウトバウンド コール
（Outbound Calls）] ページの [SIP 暗号化（SIP Encryption）] フィールドでは、各発信コール 
ダイヤル ルールの動作を設定できます。これにより制御とメディア暗号化の動作が切り離され
るので、たとえばメディア暗号化がない場合でも TLS 制御接続を使用できます（API を使用し
て SIP 制御メッセージの動作を制御することもできます）。 

 

 
10.4 TIP サポートの有効化 
Cisco CTS 製品などのエンドポイントを使用する場合は、TIP プロトコル サポートを選択す
る必要があります。これを有効にするには、以下のようにします。 

1. Web 管理インターフェイスで [設定（Configuration）] > [通話設定（Call settings）] に移
動し、[SIP 設定（SIP Settings）] セクションで、[TIP（TelePresence 互換性プロトコル）
（TIP (Telepresence Interoperability Protocol)）] を [有効（enabled）] に設定します。 

 

 
 

2. [SIP 帯域幅設定（SIP Bandwidth Settings）] をどちらも、4000000 以上に設定します。 
 

 
 
3. [送信（Submit）] をクリックします。 
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10.5 IVR 設定 
自動音声応答（IVR）を構成して、事前設定されたコールに手動でルーティングすることがで
きます。着信コールは IVR にルーティングできます。そこで発信者は事前に録音されたボイス 
メッセージに迎えられ、コールの ID 番号または参加を希望するスペースを入力するように案
内されます。ビデオ参加者にはウェルカム スプラッシュ画面が表示されます。ID の入力後
に、ユーザは適切なコールまたはスペースにルーティングされるか、コールまたはスペースに 
PIN があればその入力を求められます（発信者は、誤ったコール ID を 3 回入力してしまうと
切断されます）。 

IVR を使用する予定であれば、以下の手順に従います。 

1. Web 管理インターフェイスにサインインし、[設定（Configuration）] > [全般（General）] 
と進みます。 

2. 次を設定します。 

 IVR Numeric ID = IVR にアクセスするためにユーザがコールする数字のコール ID 

 IVR Telephone Number = IVR にアクセスするためにユーザがコールする必要がある外
線電話番号 

3. [設定（Configuration）] > [着信コール（Incoming Calls）] で、[ターゲット IVR（Target 
IVRs）] を [はい（yes）] に設定して、着信コールを IVR と照合させます。 

4. 前の手順で設定した番号へのコールが確実に Meeting Server にルーティングされるよう
に、SIP コール制御で適切なルーティングを設定します。 
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11 ダイヤル プラン設定：Lync の統合 
 
11.1 Meeting Server 上のコールにダイヤルする Lync クライアント 
このセクションは、前のセクションと同じ内容ですが、Meeting Server 上でホストされた会議
に参加する Lync エンドポイントの説明が追加されています。同一のコール番号/URI を使用し
ていますが、例は必要に応じて調整してください。 

 
図 35： Meeting Server がホストする会議への Lync クライアントのコール例 

 

 
 
11.1.1 Lync フロントエンド サーバ設定 

Lync クライアントから発信されたコールを Meeting Server にルーティングする方法は次のとお
りです。 

1. Meeting Server を指す Lync スタティック ルートを追加します。 
 
11.1.2 Meeting Server でのダイヤル プラン ルールの追加 

1. Web 管理インターフェイスにサインインし、[設定（Configuration）] > [アウトバウンド 
コール（Outbound Calls）] と移動します。 
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2. ダイヤル プラン ルールを次のようにセットアップします。 

a. ドメイン（Domain） = example.com 

b. SIP Proxy = Lync FE プールまたはサーバの IP アドレスまたは FQDN 

c. ローカルの連絡先ドメイン（Local contact domain） = 
callbridge1.meetingserver.example.com 

 
注：[ローカルの連絡先ドメイン（local contact domain）] フィールドには、Meeting 
Server の完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力してください。これは Lync へのトラン
クをセットアップする場合にのみ設定する必要があります。 

 
d. Trunk Type = Lync 
e. ローカルのドメイン元（Local From Domain） = meetingserver.example.com 

f. SIP Proxy to Use = Lync FE プールまたはサーバの IP アドレスまたは FQDN、あるい
はブランクのまま詳細については、付録 D を参照してください。 

 
Lync クライアントは、88001@example.com をダイヤルすることで、Meeting Server 上で
ホストされるコール 88001 に参加できるようになりました。 

 
11.2 SIP エンドポイントと Lync クライアントの統合 
SIP ビデオ エンドポイントと Lync クライアントの両方が同じ会議に参加できるようにするに
は、その両方で前のセクションで説明されている構成を実行します。 

その後は、<call_id>@meetingserver.example.com をダイヤルすれば、SIP ビデオ エンドポ
イント ユーザと Lync クライアント ユーザの両方が同じコールに参加できます。 

 
図 36： Meeting Server がホストする会議への SIP ビデオ エンドポイントおよび Lync クライアントの
コール例 

 

 
 

mailto:88001@example.com
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11.3 コールを管理する Web 管理インターフェイスの設定ページ 
前のセクションにある例を展開する前に、Meeting Server が各コールの処理方法をどのように
決定するかを理解する必要があります。 

着信コールと発信コールに対する Meeting Server の動作は、Web 管理インターフェイスの 
[アウトバウンド コール（Outbound Calls）]、[着信コール（Incoming Calls）] という 2 つの
設定ページで制御します。[アウトバウンド コール（Outbound calls）] ページは発信コール用
であり、[着信コール（Incoming Calls）] ページは着信コールを拒否するかどうかを決定しま
す。着信コールが拒否されず、マッチングされて転送される場合には、その転送方法に関する
情報が必要になります。[着信コール（Incoming Calls）] ページには、マッチング/拒否の構成
用と転送動作用の 2 つのテーブルがあります。ここではこの 2 つのページの概要について説明
します。セクション 11.4 では、これらのページを使用して、SIP コールと Lync コールとの間
のゲートウェイとして機能するように Meeting Server を設定します。 

 
11.3.1 [アウトバウンド コール（Outbound calls）] ページ 

[アウトバウンド コール（Outbound calls）] ページでは、多数のダイヤル プラン ルールから成
る適切なダイヤル プランを構成できます。ダイヤル プランは、発信コールのルーティングを制
御します。ダイヤル プランの各エントリ/ルールは、発信コールの [ドメイン（Domain）] で
マッチングされ（下記参照）、どの SIP プロキシを使用するか（またはそれが直接コールかど
うか）を判別します。 

[ローカルの連絡先ドメイン（Local contact domain）] は、このルールを使用するコールの連
絡先 URI に使用されるドメインです。[ローカルのドメイン元（Local from domain）] は、コー
ルが発信元 ID/発信者 ID として使用するドメインです。 

 

 
 
注意：Lync を使用する場合は、[ローカルの連絡先ドメイン（Local contact domain）] の使用
を推奨します。Lync を使用しない場合、SIP コール フローでの予期しない問題を回避するた
め、[ローカルの連絡先ドメイン（Local contact domain）] フィールドは空白のままにしてお
くことを推奨します。 

 

通常は、Cisco VCS、Avaya Manager、または Lync サーバなどのサード パーティ製 SIP 制御
デバイスにコールをルーティングするルールをセットアップします。したがって、現在は標準 
SIP、Lync、Avaya という 3 種類の SIP トランクを構成可能です。 
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注：Meeting Server は、通常 Avaya PBX と併用します。Avaya PBX のコールは音声のみで
す。ただし、Meeting Server は Avaya 製品（一部の製品ではビデオもサポートしています）
との相互運用にこのような制限を課すことはありません。そのため、コールが「avaya」タイ
プであっても、そのコールが音声のみであることを意味するわけではありません。 

 

ダイヤル プラン ルールは、[プライオリティ（Priority）] の値の順序で試行されます。Meeting 
Server の現在のバージョンでは、1 つのコールに可能なマッチングは 1 つのみであり、優先順
位の低いルールでほかにマッチングするものがあってもアクセスされません。したがって [プ
ライオリティ（Priority）] 設定が重要になります。 

 
注意：[暗号化（Encryption）] のデフォルトの動作モードは [自動（Auto）] です。TLS 接続の
試行が失敗した場合に Call Bridge がその接続に暗号化されていない TCP を使用しないように
するために、すべての「Lync」発信ダイヤル ルールが [暗号化（Encrypted）] モードに明示的
に設定されていることを確認してください。 

 
11.3.2 [着信コール（Incoming call）] ページ：[コール マッチング（Call matching）] 

[Incoming Call] ページの 1 番上のテーブルは、[コール マッチング（Call Matching）] テーブ
ルです。[コール マッチング（Call Matching）] テーブルで定義したルールにより、Meeting 
Server の着信 SIP コールの処理方法が制御されます。いずれかのドメイン上で Meeting 
Server にルーティングされるコールは、IVR、シスコ ミーティング アプリケーション ユー
ザ、またはそのサーバ上の事前設定済みスペースに対してマッチングをテストできます。 

以下に示すコール マッチング ルールの例では、meetingserver.example.com ドメインに着
信するすべてのコールについて、シスコ ミーティング アプリケーション ユーザとスペースの両
方に対するマッチングを検証します。 

 

 

たとえば、着信コールの着信先が name.space@meetingserver.example.com で、
name.space という設定済みスペースがあれば、コールはその名前を持つスペースにルーティ
ングされます。着信コールの着信先が firstname.lastname@meetingserver.example.com で
あれば、コールはその氏名（firstname と lastname）を持つユーザにルーティングされます。 

また、ユーザはドメイン単位でコールをユーザまたはスペースにルーティングしないようにも
できます。つまり、ある着信ドメインをスペース用に使用し、別の着信ドメインをユーザ用に
使用するなどの選択ができます。 

1 つのルールが実行された後は、コールに対するリストのそれ以降ルールは無視されます。 

どのコール マッチング ルールも一致しない場合は、その次のテーブル（[コール転送（Call 
Forwarding）]）が使用されます。これについては次のセクションで説明します。 

mailto:name.space@meetingserver.example.com
mailto:firstname.lastname@meetingserver.example.com
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注意点： 

 スペースまたはユーザ（あるいはその両方）のマッチングは、@ の前の URI 部分に対しての
み行われます。 

 複数のルールを同じ接続先に設定することはできません。 

 ルールの [ドメイン（Domain）] フィールドを空白にしないでください。空白にすると、Call 
Bridge はコールを拒否します。 

 [コール マッチング（Call Matching）] テーブル内のどのルールも、すべてのドメインとの
マッチングが行われることはありません。 

 スペースに一致する、優先順位が最も高い着信コール マッチング ルールによって、クライア
ントおよびそのスペースの招待に表示されるドメインが決まります。 

 
11.3.3 コール転送 

着信コールが [コール マッチング（Call Matching）] テーブル内のいずれのルールにも一致しな
い場合、コールは [コール転送（Call Forwarding）] テーブルに従って処理されます。このテー
ブルには、コールを完全に拒否するかどうか、またはブリッジ モードでコールを転送するかど
うかを決定するルールを指定できます。ルールは重複してもかまいません。また、ルールには
ワイルドカードを含めることができます。ルールには [プライオリティ（Priority）] の値で順位
を付けます。高い値を持つルールが先に試行されます。 

ルールを定義することで、コールを転送するかどうかを決定します。特定のコールを「捕捉」
して、拒否することが適切という場合もあります。 

転送されるコールについては、[転送ドメイン（Forwarding domain）] を使用して宛先ドメイ
ンを書き換えることができます。新しいコールは、指定したドメイン宛に作成されます。 

以下に示すコール転送ルールの例では、ドメイン lync.example.com のコールを転送します。
そのルーティングはコール ルーティング ルールによって決定されます。 

 

 
 

[コール マッチング（Call Matching）] テーブル内のいずれのルールにも一致せず、[コール転
送（Call Forwarding）] テーブルのいずれの [ドメイン マッチング パターン（Domain 
matching patterns）] にも一致しない場合、着信コールは終了します。 

 
11.4 Lync クライアントと SIP ビデオ エンドポイントとの間のコールの

追加 
このセクションは、2 つのダイヤル プラン構成に関するセクションで説明された構成が完了し
ていることを前提としています。ここでは、先ほど説明した例を展開し、コールでビデオと音
声を変換するためのゲートウェイとして Meeting Server を使用して、Lync および SIP ビデオ 
エンドポイントが相互に呼び出せるようにします（下図を参照）。 
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注：以前は、Meeting Server から Cisco VCS への SIP トランクを設定するために、[アウトバ
ウンド コール（Outbound Calls）] ページが使用されていました。Lync 環境と SIP 環境との
間の「ポイントツーポイント ブリッジ」として機能するように Meeting Server を設定するに
は、このセクションの説明に従ってコール転送を設定する必要があります。さらに、Meeting 
Server から、使用している Lync FE サーバ（該当する付録を参照）、Cisco VCS、CUCM、
Avaya CM、Polycom DMA など（『Call Control Deployment Guide』を参照）の他の SIP 
コール制御デバイスへの SIP トランクも設定する必要があります。 

 
図 37： コールでの SIP ビデオ エンドポイントと Lync クライアントの例 

 

 

この例では、次のようになります。 

 Lync ユーザは <name>@vc.example.com にダイヤルして、<name>@vc.example.com の 
SIP ビデオ エンドポイントとのコールをセットアップできます。 

 SIP ビデオ エンドポイントは <name>@example.com にダイヤルして、
<name>@example.com の Lync エンドポイントとのコールをセットアップできます。 

例は必要に応じて調整してください。 
 
11.4.1 Lync フロントエンド サーバ設定 

Lync クライアントが SIP ビデオ エンドポイントを呼び出せるようにするには、以下のようにし
ます。 

1. vc.example.com について Meeting Server を指す Lync スタティック ルートを追加します。 
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11.4.2 VCS 設定 

SIP ビデオ エンドポイントのコールを Lync クライアントにルーティングするには、以下のよう
にします。 

1. サフィックス @example.com を持つコールを Meeting Server にルーティングする検索
ルールを VCS に追加します。 

 
11.4.3 Meeting Server 設定 

以下の手順を実行して、IVR、シスコ ミーティング アプリケーション ユーザ、またはスペース
に一致しない、Meeting Server へのすべてのコールが転送されるようにします。 

1. Web 管理インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > [着信コール
（Incoming Calls）] に移動します。 

2. [コール転送（Call Forwarding）] セクションで、新しいルールを以下のように追加します。 

 ドメイン マッチング パターン（Domain Matching Pattern） = * 
ドメイン マッチング パターンのどの部分でもワイルドカードを使用できます。 

（一致しないコールでもこのパターンにドメインが一致すれば、このルールを使用して転
送されます。） 

 プライオリティ（Priority）：このルールが必ず使用されるようにするには、設定済みのす
べてのルールの中でその優先度を最も高く指定する必要があります（設定されている他の
転送ルールがない場合には、0 を含むすべての値が受け入れ可能です）。 

 
（ルールは優先度順に処理され、優先度が最も高いものが最初に実行されます。2 つの
ドメイン マッチング パターンが宛先ドメインと一致する場合、優先度の高いルールが使
用されます。） 

 転送（Forward）= forward 
 

（[拒否（Reject）] を選択すると、ドメイン マッチング パターンと一致したコール
は、転送されずに終了します。） 

 ドメインの書き換え（Rewrite Domain） = いいえ（no） 
コールは呼び出されたドメインを使用して転送されます。 

 
（ここで「yes」を選択した場合、[転送ドメイン（Forwarding domain）] への入力が必
要になります。元のドメインは、コールが転送される前に [転送ドメイン（Forwarding 
domain）] に入力したドメインで置き換えられます。） 

3. [新規追加（Add New）] をクリックします。 
 
これで、SIP ビデオ エンドポイントは <name>@example.com をダイヤルして Lync クライ
アントにコールすることができ、Lync クライアントは <endpoint>@vc.example.com をダ
イヤルして SIP ビデオ エンドポイントにコールすることができます。 
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11.5 シスコ ミーティング アプリケーションと SIP および Lync クライア
ントとの統合 

シスコ ミーティング アプリケーションを使用するように Meeting Server を設定する手順につ
いては、「LDAP 設定」と「XMPP サーバの設定」を参照してください。 

同じ LDAP 設定を使用して Lync アカウントとシスコ ミーティング アプリケーションの両方を
作成すると、Meeting Server をゲートウェイとして使用しているときにユーザが Lync クライ
アントにコールしようとした場合に、問題が発生する可能性があります。これは、ユーザが最
終的にシスコ ミーティング アプリケーション XMPP クライアントにコールすることがあるた
めです。Meeting Server の [設定（Configuration）] > [着信コール（Incoming Calls）] ページ
には、これを回避するためのルールのテーブル（[コール マッチング（Call Matching）] セク
ション）があります。 

たとえば、Meeting Server 上で fred@example.com というアカウントを使用しているとしま
す。さらに、Lync FE サーバ上で fred@lync.example.com というアカウントが使用されて
いるとします。コールが Meeting Server に着信しても、コール マッチング ルールが設定され
ていない場合には、Meeting Server はドメインを無視し、コールは Meeting Server の 
fred@example.com アカウントに転送されます。つまり、fred@xxxx をダイヤルすると、xxxx 
は無視され、「fred」というユーザがローカルに存在するかどうかが確認されます。 

Meeting Server をゲートウェイとして使用して Lync アドレス fred@lync.example.com に
ユーザがコールしようとすると、最終的に fred@example.com としてログインしている XMPP 
クライアントとのコールになるという問題が発生します。この問題は、同じ LDAP 構造が 
Meeting Server と Lync の両方のユーザ アカウントの作成に使用されている場合によく発生し
ます。 

解決策は、[着信コール（Incoming Calls）] ページで、[ドメイン名（Domain Name）] フィー
ルドに Lync FE サーバが使用するものとは別のドメインを設定することです。上の例では、
[Domain Name] フィールドの実用的な選択は、example.com です。この場合、
fred@example.com へのコールはシスコ ミーティング アプリケーションに到達しますが、
fred@lync.example.com または fred@xxxx へのコールは到達しなくなります。別の方法とし
て、[コール転送（Call Forwarding）] セクションを設定した場合、Meeting Server はコールを
転送します。 

 
11.6 Lync Edge サーバの統合 
このセクションの設定手順に従って、Meeting Server で Lync Edge の設定を行います。これ
はデュアルホーム会議をサポートするか、または、Meeting Server ではなく Lync Edge が 
Lync コールの TURN/ICE ロールを実行する場合に必要です。 

 

mailto:fred@example.com
mailto:fred@lync.example.com
mailto:fred@example.com
mailto:fred@lync.example.com
mailto:fred@example.com
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11.6.1 Lync Edge コール フロー 

Meeting Server から Lync Edge サーバへのコールが確立される（以下の図 38 を参照）プロセ
スは次のとおりです。 

1. Call Bridge は Lync フロントエンド サーバに対して「登録」SIP コールを行います。 

2. 「登録」が承認されます。 

3. Call Bridge は Lync Front End サーバに「サービス」を送信します。 

4. Front End サーバは、メディア中継認証サーバ（MRAS）の URI を返します（Lync Edge 
サーバは MRAS として機能します）。 

5. Lync クライアントは着信コールを開始します。 

6. Call Bridge は Lync フロントエンド サーバに「サービス」メッセージを送信し、Lync Edge 
MRAS サービスを使用するために MRAS クレデンシャルを要求します。 

7. Lync Front End サーバは、使用する Call Bridge のクレデンシャル、UDP ポートと TCP 
ポート、および MRAS URI をもう一度返します。 

8. Call Bridge は、DNS を使用してこの MRAS URI を解決し、STUN メッセージを Lync Edge 
サーバに直接送信します。 

9. コール メディアは、UDP ポート 3478 で Call Bridge と Lync Edge の TURN サーバとの間
を直接フローし、上記の一時範囲内にあるポートで Lync Edge サーバから Call Bridge に戻
ります。 

 

したがって、Call Bridge と Lync Edge サーバとの間のメディア用に、UDP 3478 発信ポートと 
32768 ～ 65535 着信ポートがファイアウォールで開かれている必要があります。 
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図 38：Call Bridge から Lync Edge サーバへのコール フロー 
 

 
 
 
11.6.2 Lync Edge を使用するための Meeting Server での設定 

Lync Edge サーバを使用するには、Meeting Server の Web 管理インターフェイスにログイン
し、[設定（Configuration）] > [全般（General）] に移動して、Lync Edge の設定を行います
（Lync Edge サーバを設定すると、このサーバが Lync コールの TURN/ICE ロールを引き受け
るので、レベルによっては上記の TURN サーバ設定に代わる設定になります）。クラスタ内の
各 Call Bridge で Lync Edge の設定を行う必要があります。 
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Meeting Server の Lync Server Edge 構成をセットアップするには、Lync ユーザ クライアン
ト アカウントも作成する必要があります。クラスタ内の Call Bridge ごとに異なる Lync ユー
ザ クライアント アカウントが必要です。 

Lync Edge サーバを使用するように Meeting Server をセットアップするには、次の手順を実
行します。 

1. 適切な DNS レコードが所定の位置にあることを確認します。スケーラブルで復元力のある
サーバ タイプの導入に必要な DNS レコードのリストについては、付録 A を参照してくだ
さい。 

 
2. LDAP ディレクトリ内に新規ユーザを作成します（通常使用しているディレクトリで他の
ユーザを作成するのと同じ手順です）。たとえば、firstname = "edge"、second name = 
"user" などと指定します。 

 
3. Lync FE サーバのユーザ マネージャにログインし、前の手順で作成したユーザから Lync 
クライアント ユーザを作成します。これは、他のユーザが Lync を使用できるようにする
場合と同じ手順で実行します。上記の例の名前を使用して、
edge.user@lync.example.com という Lync クライアント ユーザを作成します。 

4. Meeting Server の Web 管理インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > 
[全般（General）] に移動します。Lync Front End サーバのアドレス（またはそれに解決さ
れるホスト名）を入力して、Lync Edge の設定を行います。ユーザ名には、前の手順で作
成した Lync クライアント ユーザ名を入力します。 

5. 必要であれば、[登録の数（Number of Registrations）] フィールドに入力します。 

このフィールドは、1 台の登録デバイスに対して実行される同時コール数を制限する Lync 
Edge サーバの機能よりも優先されます。1 より大きい数字を入力すると、Call Bridge はそ
の数の登録を行うので、Meeting Server が Lync Edge サーバによって実行できる同時コー
ル数が増えることになります。 

1 より大きい数字を入力すると、数字が Lync Edge ユーザ名の末尾に追加され、最終的な
ユーザ名に登録されます。たとえば、[ユーザ名（Username）] が 
edge.user@lync.example.com に設定されており、[登録の数（Number of Registrations）] 
を 3 に設定した場合は、Edge サーバで使用できるように以下のユーザを Lync 環境内に作
成する必要があります。 
edge.user1@lync.example.com 
edge.user2@lync.example.com 
edge.user3@lync.example.com 

これにより管理上のいくらかのオーバーヘッドが求められることになりますが、前述の 
Lync Edge サーバの制限に起因するものです。 

edge.user@lync.example.com として 1 つの登録のみを行う場合は、[登録の数
（Number of Registrations）] は空白のままにします。 

 

mailto:edge.user@lync.example.com
mailto:edge.user@lync.example.com
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注：Lync フロントエンド サーバは Call Bridge を信頼しているので、Lync ユーザのパス
ワードを入力する必要はありません。 

 

Lync Edge の構成に関する注意点： 

 Meeting Server は、外部 Lync クライアント（メディアを Lync Edge サーバ経由で着信す
る）からの Lync コンテンツ（RDP で提供されるプレゼンテーション）をサポートします。
さらに、スペース（URI）は、スペースの現在の参加者数に基づいて、ビジーか利用可能かを
報告するようになりました。これにより、お気に入りにスペースが登録されている Lync クラ
イアントでは、スペースの状態を表示できます。 

 Lync AVMCU を使用しているのであれば、Lync Front End サーバに登録するために、Lync 
Edge の設定を行う必要があります。 

 Lync Edge サーバが設定されている場合も、シスコ ミーティング アプリケーションでは 
Meeting Server の TURN サーバが引き続き使用されます。 

 Lync Edge サーバが構成されていれば、Lync のすべてのコールは、ICE 候補の収集と外部メ
ディア サーバの接続にそのサーバを使用します。Lync Edge サーバが設定されていない場
合、Meeting Server により処理される Lync コールは、設定済みのいずれかの TURN サーバ
を使用します。 

 通常の Lync Edge 導入環境では、Lync Edge サーバの内部インターフェイスには、規定のデ
フォルト ゲートウェイはありません。規定のデフォルト ゲートウェイがあるのは、外部イン
ターフェイスのみです。Call Bridge インターフェイスが、Lync Edge サーバの内部インター
フェイスと同じローカル サブネット上にない場合、内部インターフェイスを使用してパケッ
トを Meeting Server に適切にルーティングできるように、Lync Edge サーバへのスタティッ
クで持続的なネットワーク ルートを定義する必要があります。Lync Edge サーバへのスタ
ティックで持続的なネットワーク ルートを追加するには、CMD を開いて以下のコマンドを
発行します。例のデータは実際の IP 情報に置き換えてください。 

コマンド例： 

route add –p 10.255.200.0 mask 255.255.255.0 10.255.106.1 
この例では、10.255.200.0 のサブネット全体をゲートウェイ 10.255.106.1 経由でルーティ
ングできる、ネットワーク ルートが追加されます。ここで 10.255.106.1 は、Lync Edge 
サーバの内部インターフェイスのサブネット ゲートウェイです。 

このルートを追加しないと、Meeting Server から Lync Edge サーバに送信されるすべての 
STUN パケットが応答されずに、コール失敗の原因になる可能性があります。 
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11.7 Lync フェデレーション 
Meeting Server は Microsoft Lync とのフェデレーションをサポートしています。これによ
り、Meeting Server からすべての Lync ドメインへのコール（およびその逆のコール）が可能
です。 

着信コールを許可するには、以下を行う必要があります。 

1. Meeting Server の FQDN を指す DNS SRV レコード _sipfederationtls._tcp.domain.com 
を作成します。Call Bridge はパブリック IP が必要であり、NAT はこのシナリオではサ
ポートされないので、この手順が必要になります。 

2. Meeting Server の FQDN をパブリック IP アドレスに解決する DNS A レコードを追加し
ます。 

3. 以下に準拠した証明書と証明書バンドルを、Meeting Server にアップロードします。 
 

a. 証明書には CN としての FQDN が必要です。または SAN のリストがある証明書を使
用する場合は、その FQDN が SAN のリスト内にもあることを確認します。注：証明
書に SAN のリストが含まれている場合、Lync は CN フィールドを無視して、SAN の
リストのみを使用します。 

b. 証明書は、パブリック CA により署名されている必要があります。 
 

注：Lync フロントエンド サーバが信頼する同じ認証局（CA）を使用することを推奨
します。CA の詳細、および Meeting Server と Lync の統合のサポートについては、
Lync アドバイザにお問い合わせください。 

 

c. 証明書バンドルには、信頼チェーンを確立できるように、ルート CA の証明書、および
チェーン内のすべての中間証明書が順番どおりに含まれている必要があります。 

 
注：証明書の詳細については、『Cisco Meeting Server Certificate Guidelines』の
「Introduction」を参照してください。 

 

d. 付録 B に記載されている適切なファイアウォール ポート（TCP 5061、UDP 3478、
UDP 32768 ～ 65535、TCP 32768 ～ 65535 など）を開きます。 

Meeting Server からの発信コールについては、以下の手順を実行します。 

1. 発信ダイヤル ルールを作成し、[ドメイン（Domain）] フィールドと [SIP プロキシ（SIP 
proxy）] フィールドは空白のままで、[トランク タイプ（Trunk type）] を [Lync] に設定し
ます。[ローカルの連絡先ドメイン（Local contact domain）] フィールドと [ローカルのド
メイン元（Local from domain）] フィールドも適切に設定します。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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11.8 スケジュール済みの Lync 会議への直接コールおよび IVR コール 
Lync 導入環境の前提条件：この機能を使用するには、電話回線によるダイヤルイン機能が有
効になっている、稼働中の Lync 導入環境が必要です。Lync 導入環境には、1 つ以上のオンプ
レミス Lync フロントエンド サーバが設定されている必要があります。 

 
注：Lync 導入環境で外部 Lync クライアントまたは Skype for Business クライアントがサ
ポートされていない場合も、オンプレミス Lync フロントエンド サーバが設定されている必要
があります。 

 

Meeting Server では、WebRTC、SIP、またはシスコ ミーティング アプリケーションから、ス
ケジュール済みの Lync 会議にコールすることができます（コールの参加には Lync コール ID 
を使用します）。この機能を使用するには、会議のルックアップ用に 1 つ以上の Lync フロン
トエンド サーバを Meeting Server に設定する必要があります。1 つのサーバの構成は、Web 
管理インターフェイスで [設定（Configuration）] > [全般（General）] と進み、[Lync Edge の
設定（Lync Edge settings）] の下で行うことができます。1 つ以上のサーバの構成は、API で
行うことができます（サーバを「lyncEdge」タイプの TURN サーバとして作成します）。この
手順については、「Lync Edge を使用するための Meeting Server での設定」を参照してくだ
さい。プールに複数の FE サーバがある場合は、このプール FQDN をサーバ アドレスとして使
用します。 

 
注：Meeting Server は、Lync 会議解決に発信ルールではなく、Lync 会議 ID と 
_sipinternaltls._tcp.lync-domain の DNS ルックアップを使用します。DNS サーバ上で DNS 
SRV レコード _sipinternaltls._tcp.lync-domain を設定します。DNS SRV レコードを使用しな
い場合は、コマンド dns app add rr <DNS RR> を使用して Meeting Server でレコードを
セットアップします。dns app コマンドの使用の詳細については、『MMP Command Line 
Reference』を参照してください。スケーラブルで復元力のあるタイプの導入に必要な DNS レ
コードのリストについては、付録 A を参照してください。 

 
Lync フロントエンド サーバを設定した後、以下の表 3 のタスク シーケンスを実行します。 

 
表 3： ync Front End サーバの構成タスク シーケンス 

 

Sequence タスク Web 管理インターフェイスを使用 API を使用 

1 Lync 会議 ID を入力できるように 
Call Bridge IVR を設定する。 

Web 管理インターフェイスを使用
して IVR をセットアップした場合
は、次のようにします。 

[設定（Configuration）] > [全般
（General）] に移動し、[IVR] セク
ションで [ID によるスケジュール
済み Lync 会議への参加（Joining 
scheduled Lync conferences by 
ID）] を [許可（allowed）] に設定
します。 

API を使用して IVR 
をセットアップした
場合は、次のように
します。 

設定済みの IVR に対
して、resolveLync 
ConferenceIds を 
true に設定します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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2 標準 SIP システムから Lync 会議 ID 
に直接ダイヤルできるようにする。
注：既存の設定済みドメインを拡張
して Lync 会議アクセスを許可する
か、Lync 会議アクセス用にドメイン
を新規作成することができます。 

[設定（Configuration）] > [着信
コール（Incoming calls）] に移動
し、1 つ以上の設定済みコール 
マッチング ドメインに対して、
[ターゲット Lync（Targets 
Lync）] を [はい（yes）] に設定し
ます。 

着信ダイヤル プラン 
ルールで 
resolveToLync 
Conferences を 
true に設定します。 

3 Web Bridge コール参加インター
フェイスで Lync 会議 ID を入力でき
るようにする。 

Web 管理インターフェイスから 
Web Bridge をセットアップ済みの
場合は、以下のようにします。 

[設定（Configuration）] > [全般
（General）] に移動し、[Web 
bridge 設定（Web bridge 
settings）] セクションで [ID によ
るスケジュール済み Lync 会議への
参加（Joining scheduled Lync 
conferences by ID）] を [許可
（allowed）] に設定します。 

API から Web Bridge 
をセットアップ済みの
場合は、以下のように
します。 

Web Bridge 上で、
resolveLync 
ConferenceIds を 
true に設定します。 

 

コールが Lync 会議 ID に突き合わせてマッチングされる場合、Call Bridge はまずコール ID が
スペースに適用されないことを確認します。適用されない場合には、Call Bridge はそのコール 
ID を構成し、ID を解決できるサーバとしてアドバタイズする Lync Front End サーバを特定し
ます。Call Bridge は、調査中のそのコール ID が Lync 会議に対応するかどうかを判別するため
に Lync Front End サーバに照会します。対応する場合には、ルックアップが成功したと見なさ
れ、そのコールは Lync コールに参加します。コール ID が Lync 会議に対応するものとして認
識されない場合、Lync Front End サーバはそれ以上問い合わせられません。 

 
注：異なる Lync 導入環境内にある複数の Lync フロントエンド サーバの設定を追加すると、
予期しない結果が生じる場合があります。たとえば、異なる Lync 導入環境内の複数の Lync 
会議が同じコール ID を使用していると、複数の Lync Front End サーバがルックアップに対し
て正の応答をする可能性がありますが、その場合は「最初に」成功した Lync 解決が使用され
ます。 

 

スケジュール済みの Lync 会議について送信される招待状のテキストは、ユーザが Meeting 
Server を使用して参加できるように、カスタマイズして必要な詳細を含めることができます。
その詳細は、カスタム フッター セクションに記入してください。たとえば、次のように記入で
きます。「SIP/H.323 エンドポイントの場合は、join@example.com にコールし、上記の会議 
ID を入力して参加してください。WebRTC の場合は、join.example.com に移動し、上記の会
議 ID を入力してください。」この中の URI は、上記で設定されたものと一致している必要が
あります。詳細については、Microsoft のドキュメント（https://technet.microsoft.com/en-
us/library/gg398638.aspx）を参照してください。 

 

mailto:join@example.com
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398638.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398638.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398638.aspx
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12 ローカル ファイアウォールの SIP および Lync 
コール トラバーサル（ベータ） 

 
注：ローカル ファイアウォールの SIP および Lync コール トラバーサルは、リリース 2.0 の
時点でベータ機能です。実稼働環境では使用しないでください。 

 

Meeting Server は SIP エンドポイントおよび Lync コールにおけるローカル ファイアウォール
のトラバーサルをサポートします。Call Bridge は、Meeting Server 内の TURN サーバ コン
ポーネントを使用してローカル ファイアウォールをトラバースし、新しい SIP Edge コンポー
ネントを介して SIP 信号を送信します。サードパーティの SIP ファイアウォール トラバーサル 
デバイスは必要ありません。 

SIP エッジを介して発信コールを行う考えがない場合でも、発信ダイヤル プラン ルールを設定
する必要があります。これは、Lync デバイスに対するコールまたはコンテンツ送信におけるど
の新規トランザクションでも発信ルールを使用するためです。SIP エッジが設定されて有効に
なると、SIP デバイスからの着信コールは自動的にファイアウォールでトラバースされます。 

 
注：この機能は、リモート SIP デバイスが TURN サーバを認識できることが前提になっていま
す。リモート SIP デバイスが ICE 対応である必要はありません。また、リモート SIP デバイス
は SIP エッジと通信できる必要があります。これにより SIP エッジはパブリック IP アドレス
を持つか NAT の内側に配置でき、トラフィックを適切に転送できます。 

 

図 39 は、DMZ ネットワーク内にある 1 台の Edge サーバ上の TURN サーバおよび SIP Edge 
コンポーネントを使用した、SIP コール トラバーサルの概要を示しています。Edge サーバに
は、パブリック IP アドレス 203.0.113.1 を介してリモート SIP デバイスからアクセスできま
す。Call Bridge は、プライベート ネットワーク内の Core サーバ上に展開され、内部 IP アド
レス 198.51.100.1 を介して TURN サーバおよび SIP エッジにアクセスします。図 40 は、
2 台の Edge サーバを使用した SIP コール トラバーサルを示しています。一方の Edge サーバ
は SIP シグナリング用、もう一方はメディア ストリーム用です。セクション 12 の以下の表
に、SIP/Lync コール トラバーサル用に開く必要があるポートを示します。 
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図 39： 単一 Edge サーバを使用したリモート SIP デバイス用のファイアウォール トラバーサル 
 

 
 
図 40： 2 台の Edge サーバを使用したリモート SIP デバイス用のファイアウォール トラバーサル 
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注：ネットワークの外部にある SIP エンドポイントまたは Lync クライアントでは、ファイア
ウォールで SIP シグナリングをルーティングするために引き続きサードパーティのデバイスが
必要になることがあります。 

 

下の表 4 は、SIP/Lync コール トラバーサル用に開く必要があるポートを示しています。 
 
表 4： SIP/Lync コール トラバーサル用に開くポート 

 

リンク コンポーネント 接続先 
開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基 準 に し た ト ラ
フィックの方向 設定可能 

1 Edge サーバ（プ
ライベート イン
ターフェイス） 

Call 
Bridge 

任意の未
使用ポー
ト（例：
3061） 

SIP、TLS Call Bridge から
の着信 

はい 

2 Edge サーバ（パ
ブリック イン
ターフェイス） 

リモート 
SIP デバ
イス 

5061
（注 1） 

SIP TLS（注 2） 着信/発信 はい 

3 Call Bridge TURN 
サーバ 

32768 ～ 
65535 

Media UDP
（STUN、RTP） 

着信/発信 いいえ 

3 Call Bridge TURN 
サーバ 

32768 ～ 
65535 

Media TCP
（RDP） 

着信/発信 いいえ 

3 Call Bridge TURN 
サーバ 

3478 Media UDP 着信 いいえ 

3 Call Bridge TURN 
サーバ 

3478 Media TCP 着信 はい（注 4 を
参照） 

4 TURN サーバ リモート 
SIP デバ
イス 

32768 ～ 
65535 

Media UDP
（STUN、RTP） 

着信/発信 いいえ 

4 TURN サーバ リモート 
SIP デバ
イス 

32768 ～ 
65535 

Media TCP
（RDP） 

着信/発信 いいえ 

3、4 TURN サーバ リモート 
SIP デバ
イス 

3478 UDP 着信/発信 はい 

3、4 TURN サーバ リモート 
SIP デバ
イス 

443
（注 3） 

TCP 着信/発信 はい 

 
注 1：ポート 5061 は通常、SIP TLS に使用されます。 

注 2：SIP TLS のみがサポートされます。ポート 5060 での UDP または TCP のサポートはありません。 

注 3：MMP コマンド turn tls <port> を使用すると、TURN サーバが Call Bridge とアプリケーションの両方
の接続をリッスンする TCP ポートが変更されます。 
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12.1 SIP/Lync コール トラバーサルの設定 
1. Edge サーバで SIP Edge を設定します。 

 
a. Call Bridge との通信用に内部インターフェイスおよびポートを設定します。Call 

Bridge がポート 5061 を使用している場合は、異なるポートを使用します。 
sipedge private <interface>:port 

例：sipedge private a:3061 

b. SIP エッジで外部インターフェイスおよびポートを設定します。 
sipedge public b:5061 

例：sipedge public b:5061 
 

注：SIP Edge は、通信に必ず TLS を使用します。通常、SIP TLS はポート 5061 を使
用します。 

 

c. SIP エッジが NAT の背後にある場合は、NAT のパブリック アドレスを設定します。 
sipedge public-ip <address> 

例：sipedge public-ip 203.0.113.0 
 

注：外部接続に使用される DNS レコードはパブリック アドレスと一致する必要があり
ます。 

 

d. SIP エッジで証明書、キー ファイル、信頼バンドルを設定します。これらのファイル
は、内部 Call Bridge および外部 SIP サーバとの通信に使用されます。すでにパブリッ
ク CA 署名付き証明書を Call Bridge に割り当ててある場合は、SIP エッジで同じ証明
書を使用できます。SIP エッジに Lync Edge サーバとの直接フェデレーションがある場
合、証明書ファイルは Lync 導入で信頼されたパブリック CA によって署名される必要
があります（これまでも Call Bridge の場合は必要）。 

Call Bridge 証明書と CA 証明書チェーンを 1 ファイルに統合し、それを SIP エッジ証明
書 <certificatefile> として使用します。TLS トランク用に SIP エッジが Call Bridge を信
頼できるようにするには、Call Bridge 証明書を <trust-bundle> として使用します。 
sipedge certs <keyfile> <certificatefile> <trust-bundle> 

例を示します。 
sipedge certs sipedge.key sipedge.crt callbridge.crt 

 
注：SIP Edge 証明書は、パブリック CA によって署名され、サードパーティの SIP サー
バから信頼される必要があります。この証明書を SIP エッジおよび Call Bridge に適用し
ます。証明書の詳細については、『Certificate Guidelines』を参照してください。 

 

e. SIP エッジを有効にします。 
sipedge enable 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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2. Call Bridge から SIP エッジへのトランクを設定します。トランクを作成する前に、Call 
Bridge と SIP エッジの間の信頼を設定する必要があります。 

 
注：現在、トランクは任意の SIP Edge に対して 1 つのみ作成でき、同じ Call Bridge から
は 1 つのみ作成できます。 

 

a. SIP エッジへの接続用の証明書を設定します。この証明書は、前述のように SIP エッジ
からの証明書を使用します。 
callbridge trust edge <certificate file> 

例：callbridge trust edge sipedge.crt 

b. プライベート インターフェイスの IP アドレスとポートを使用してトランクを作成し
ます。 
callbridge add edge <ip address>:<port> 

例：callbridge add edge 198.51.100.0:3061 

3. SIP/Lync 用の SIP Edge を指すように DNS レコードを設定します。DNS は復元力を得る
ために複数の SIP エッジを指すことができます。外部 TLS 接続には 
_sips._tcp<domain> SRV レコードを使用します。 

 
4. 第 8 章で説明しているように TURN サーバを設定します。Lync コンテンツ データ パケッ
トの場合、UDP ではなく TCP を使用するため、TURN TLS が必要です。 

5. 発信ダイヤル プラン ルールを作成します。API を使用して、「callRouting=traversal」を指
定して関連発信ダイヤル プラン ルール「/api/v1/outboundDialPlanRules/ <outbound dial 
plan rule id>」に対する PUT を実行します。 

注意点： 

 コール ルーティングを選択するために Web 管理インターフェイスを使用できません。 

 発信コールは、着信コール用に設定した証明書を使用します（前述の手順 1d を参照）。 

 SIP エッジは、TLS のみをサポートします。SIP エッジを対象とするすべてのダイヤル 
プラン ルールでは、「sipControlEncryption=encrypted」を設定する必要があります。 

 Call Bridge は、DNS ルックアップを実行して、シグナリングのネクスト ホップを決定
します。その後、発信ルールを使用して、この情報を SIP エッジに送信します。 
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以下の表 5 で、SIP Edge サーバを介して Meeting Server からリモート SIP デバイスへの発信
コールを確立するコール フローについて説明します。 

 

表 5： SIP Edge を介した Meeting Server からリモート SIP デバイスへのコール フロー 
 

12 および図 38 のシグ
ナルを参照 通話フロー 

1 Call Bridge は、発信ダイヤル プラン ルールを使用して、SIP Edge サーバを介して 
SIP シグナリングをルーティングします。 

1 Call Bridge は、DNS 要求を送信して、要求の送信先となるネクスト ホップを解決し
ます。 

1 Call Bridge は、メディアを受信するために、ローカル アドレスと TURN アドレスの両
方を使用して SIP エッジに要求を送信します。 

2 SIP Edge サーバは、リモート SIP デバイスに対する発信コールを実行します。 

 リモート SIP デバイスは、コールに応答します。 

3、4 メディアは、TURN サーバとリモート SIP デバイスの間をフローします。 
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13 会議の録画 
 
13.1 会議の録画 
Meeting Server のレコーダー コンポーネントにより、会議を録画し、録画内容をネットワーク 
ファイル システム（NFS）などのドキュメント ストレージに保存できるようになります。 

レコーダーは、Call Bridge をホストするサーバに対してリモートにある Meeting Server でホ
ストされる必要があります（図 41 を参照）。レコーダーが Call Bridge（ローカル）と同じ
サーバにホストされている場合は、テスト目的にのみ使用してください。 

レコーダーの実稼働での使用には、少なくとも 4 つの物理コアと 4 GB を搭載した専用 VM 上
で稼働する導入環境が推奨されます。このような導入環境では、レコーダーは物理コア当たり 
2 つの録画をサポートするため、最大で 8 つの同時録画をサポートします。 

 

表 6： 録画に推奨されるコア VM の構成 
 
同時録画数 CPU の構成 RAM の構成 システム例 

40 Intel E5-2680v2 デュア
ル搭載 

32 GB（4 GB X 8） Cisco UCS C220 M3 
Dell R620 
HP DL380p Gen8 

32 Intel E5-2650v2 デュア
ル搭載 

32 GB（4 GB X 8） Cisco UCS C220 M3 
Dell R620 
HP DL380p Gen8 

20 Intel E5-2680v2 シング
ル搭載 

16 GB（4 GB X 4） Cisco UCS C220 M3 

12 Intel E5-2640v2 を シン
グル搭載 

8 GB（2 GB X 4） Cisco UCS C220 M3 
Dell R620 
HP DL380p Gen8 

 

また、次の点に注意してください。 

 すべてのメモリ チャネルにデータを取り込む必要があります。 

 ネットワーク ポートを共有するように構成された帯域外管理システムを無効にする必要が
あります。 

 ハイパースレッディングが使用可能な場合は、ホスト上で有効にする必要があります。 

 ホストを Meeting Server VM 専用にする必要があります。 

 EVC モードが有効になっている VMware ハイパーバイザを使用する場合は、EVC モード
を次のモードのいずれかまたはそれ以上に設定する必要があります。 

 「B1」/AMD Opteron™ Generation 4 
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 「L2」/Intel® Nehalem 世代（以前の Intel® Xeon Core™ i7） 

 上記にリストしたものより古い CPU との互換性を強制する EVC モードは、SSE 4.2 を
無効にするため、サポートされていません。SSE 4.2 は必須です。 

 Hyper-V の場合は、「プロセッサ互換性モード」を有効にしないでください。有効にす
ると CPU 拡張が無効になります。また、SSE 4.2 は必須です。 

 
低遅延と高ネットワーク帯域幅を実現するために、可能な場合は、レコーダーをターゲット 
ファイル システムと同じ物理的な場所に展開することをお勧めします。NFS は安全なネット
ワーク内にあることが期待されます。 

レコーダーは可変ビット レートを使用するため、録画によって使用されるストレージを正確に
予測することはできません。シスコのテストでは、サイズが 720p30 の録画で 1 時間に 
300 MB ～ 800 MB の使用が確認されました。予測する場合は、1 時間あたり 1 GB を想定し
ておけば安全です。 

 
注：録画を保存するためのメカニズムによっては、レコーダーとストレージ システムが通信で
きるように、ファイアウォール ポートを開く必要があります。たとえば、ポート マッパー プ
ロトコルのバージョン 2 または 3 を実行する NFS は、TCP または UDP ポート 2049 および 
111 を使用します。 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portmap
https://en.wikipedia.org/wiki/Portmap
https://en.wikipedia.org/wiki/Portmap
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図 41： 録画に許可される導入環境：リモート モード 
 

 

レコーダーは、冗長構成もサポートします（図 42 および図 43 を参照）。複数のレコーダー
を使用する場合、すべての録画デバイス間の録画は負荷分散されるため、録画デバイスの物理
的な場所についての専門知識は不要です。すべての Call Bridge がすべてのレコーダーを使用し
ます。 
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図 42： 録画に許可される導入環境：複数のレコーダー 
 

 
 
図 43： 録画に許可される導入環境：Call Bridge クラスタ 

 

 

テスト目的の場合はレコーダーを Call Bridge と同じサーバに配置できます。この場合は、
1 ～ 2 つの同時録画をサポートできます。 
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注：単一結合導入モードで使用する Acano X シリーズ サーバは、レコーダーのテスト目的で
のみ使用してください。実稼働ネットワークでレコーダーをホストするために使用しないでく
ださい。 

 

図 44： テストに使用できる導入環境：ローカル モード 
 

 
13.2 レコーダーの設定手順の概要 
 MMP コマンドを使用して、Meeting Server でレコーダーを有効にし、導入内でレコー
ダーと連携する Call Bridge と、録画の保存先を指定します。その他の MMP コマンドにつ
いては、『MMP Command Line Reference』で説明しています。 

 このレコーダーにアクセスするために Call Bridge が使用する HTTPS URL アドレスを指定
します。URL を /recorders オブジェクトに対して POST するか、または /recorders/ 
<recorder id> オブジェクトに対して PUT します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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 API オブジェクト /callProfiles または /callProfiles/<call profile id> の新しい 
recordingMode パラメータを使用して、会議を録画できるかどうかを選択します。このオ
プションは次のとおりです。 

Automatic：録画はユーザの介入なしで実行されます。録画を実行できない場合でも、会議
は実行されます。 

Manual：ユーザは DTMF を使用して手動で録画を開始および停止できます。 

Disabled：ユーザは録画できません。 

 callLegProfiles の recordingControlAllowed パラメータを設定して、録画の開始および停
止の権限を持つユーザを制御します。 

 /dtmfProfiles および /dtmfProfiles/<dtmf profile id> の新しい startRecording および 
stopRecording パラメータを使用して、録画を開始および停止する DTMF トーンをマッピ
ングします。 

 

注：その他の API オブジェクトについては、『Cisco Meeting Server API Reference 
Guide』で説明しています。 

 

 会議の録画終了時に、録画は自動的に MP4 に変換されます。変換されたファイルは、ド
キュメント ストレージ/配布システム（たとえばネットワーク ファイル システム
（NFS））内に配置するのに適しています。レコーダーのログは NFS フォルダに、スペー
スは spaces/<space guid> に、テナント スペースは tenants/<tenant 
guid>/spaces/<space guid> に保存されます。 

 
注：録画を開始して最初の 5 秒間は、コールが録画されません。これは意図的なものであり、
録画におけるビデオと音声を一致させるためです。5 秒未満の録画では、NFS に小さなファイ
ルが保存されますが、再生はされません。 

 
13.3 録画の導入例 

 
注：Windows 2008 R2 SP1 を実行する NFS サーバに録画を保存する場合、権限の問題を修
復するために必要な Windows ホットフィックスがあります
（https://support.microsoft.com/en-us/kb/2485529）。この修正を適用する前に、Microsoft 
Windows 管理者にお問い合わせください。 

 

注：レコーダーは、XMPP クライアントとして動作します。そのため、Call Bridge をホストす
る Meeting Server で XMPP サーバを有効にする必要があります。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2485529
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この例では、レコーダーを Call Bridge にリモート展開する手順を説明します。すでに Call 
Bridge および XMPP サーバが動作していることを仮定しています。 

1. レコーダー用の証明書および秘密キーを作成し、『Certificates Guidelines』で説明されて
いる内部 CA 署名付き証明書に関する手順を実行します。 

2. レコーダーをホストする Meeting Server の MMP に SSH でログインします。 

3. 次のコマンドで、指定したインターフェイスをレコーダーがリッスンするように構成します。 
recorder listen <interface[:port] whitelist> 

レコーダーは、たとえば 1 つはパブリック IP、もう 1 つは内部ネットワークなど、複数の
インターフェイス上でリッスンできます（ただし、同じインターフェイス上の複数のポート
でリッスンすることはできません）。 

以下の例では、インターフェイスは A と B に設定され、その両方ともポート 8443 を使用
します。 
recorder listen a:8443 b:8443 

ローカル レコーダーを使用するには、レコーダーがループバック インターフェイス 
lo:8443 でリッスンする必要があります。以下に例を示します。 
recorder listen lo:8443 b:8443 

4. SFTP を介して MMP に証明書ファイル、キー ファイル、証明書バンドルをアップロードし
ます。 
recorder certs <keyfile> <certificatefile> [<crt-bundle>] 

5. 次のコマンドを使用して、Call Bridge 証明書をレコーダー信頼ストアに追加します。 
recorder trust <crt-bundle> 

6. NFS のホスト名または IP アドレス、および録画を保存する NFS 上のディレクトリを指定し
ます。 
recorder nfs <hostname/IP>:<directory> 
 
注：レコーダーは、NFS に対して認証を行いません。 

 

7. recorder コマンドを使用して、レコーダーの詳細をリストします。例： 
cms1> recorder 
Enabled : true 
Interface whitelist : a:8443 b:8443 
Key file : recorder0.key 
Certificate file : recorder0.cer 
CA Bundle file : recorder.crt 
Trust bundle : callbridge.crt 
NFS domain name : examplecompany_nfs 
NFS directory : /home/examplecompany/nfs 

 

8. レコーダーを有効にします。 
recorder enable 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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9. レコーダー用の DNS A レコードを作成し、レコーダーがリッスンするイーサネット イン
ターフェイスの IP アドレスに解決するように設定します。 

10. Call Bridge をホストする Meeting Server の API を使用して、Call Bridge がレコーダーと
通信する際に使用する設定を行います。 

 
a. このレコーダーにアクセスするために Call Bridge が使用する HTTPS URL アドレスを
指定します。URL を /recorders オブジェクトに対して POST するか、または 
/recorders/<recorder id> オブジェクトに対して PUT します。 

 
注：ローカル レコーダーを使用する場合、この URL はループバック インターフェイ
ス（たとえば https://127.0.0.1:8443）である必要があります。 

 

b. 会議を録画できるかどうか、および録画をユーザの介入なしで開始するかどうかを選
択します。API オブジェクト /callProfiles または /callProfiles/<call profile id> の 
recordingMode パラメータを使用します。 

c. 録画の開始および停止の権限を持つユーザを制御します。/callLegProfiles の 
recordingControlAllowed パラメータを使用します。 

d. /dtmfProfiles および /dtmfProfiles/<dtmf profile id> の startRecording および 
stopRecording パラメータを使用して、録画を開始および停止する DTMF トーンを
マッピングします。例：「**7」で録画を開始、「**8」で停止します。 

 
11. NFS でアクセス許可を「rw」に設定し、そのディレクトリの「chown」と「chmod」ア

クセス許可を変更してください。次に例を示します。 

sudo chown nobody:nogroup /record 

sudo chmod -R 777 /record 

 
13.4 レコーダーのライセンス 

 
13.4.1 レコーダーのライセンス 

Call Bridge ごとにアクティベーション キーが必要です。また、レコーダー サーバではなく 
Call Bridge サーバにロードされる録画用に 1 つ以上のライセンスが必要です。1 つの録画ライ
センスで、1 つの同時録画をサポートします。ライセンス要件については、シスコのセールス
担当者にお問い合わせください。 

 
 



14 会議のストリーミング 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 123 

14 会議のストリーミング 
Streamer コンポーネントにより、スペースで開催される会議をそのスペースに設定されてい
る URI にストリーミングできるようになります。 

外部ストリーミング サーバは、この URI でリッスンするように設定する必要があります。設定
すると、外部ストリーミング サーバによってライブ ストリーミングをユーザに提供したり、後
で再生するためにライブ ストリームを録画したりすることができます。 

 
注：Streamer を使用できる、標準規格に準拠したストリーミング サーバは複数ありますが、
外部ストリーミング サーバとして VBrick をサポートしているのはシスコだけです。 

 

Streamer は、全体的なビットレートが 2 Mbps の RTMP を使用して外部サーバに接続しま
す。ビデオは H.264 を使用して 720p30 でエンコードされ、音声は 64 kbps AAC-LC でエン
コードされます。Streamer と外部ストリーミング サーバの間のトラフィックは暗号化されま
せん。 

Streamer は、Call Bridge をホストするサーバとは別の Meeting Server インスタンスでホスト
される必要があります（図 45 を参照）。Streamer が Call Bridge（ローカル）と同じサーバに
ホストされている場合は、テスト目的にのみ使用してください。 

Streamer の実稼働での使用には、個別の VM 上で稼働する導入環境が推奨されます。この VM 
は、最小で 4、最大で 32 の vCPU を搭載し、6 つの同時ストリームあたり 1 つの vCPU と 1 
GB のメモリでサイジングする必要があります。 

 
注：これらの VM 仕様は現在評価中です。サイズは縮小される可能性があります。 

 

VM 仕様の詳細については、『Unified Communications in a Virtualized Environment – Cisco』
（www.cisco.com/go/uc-virtualized）およびシスコのホワイト ペーパー『Load Balancing 
Calls Across Cisco Meeting Server』を参照してください。 

低遅延と高ネットワーク帯域幅を実現するために、可能な場合は、Streamer を Call Bridge と
同じ物理的な場所に導入することをお勧めします。Call Bridge と Streamer の間でネットワー
ク接続の問題が発生すると、そのストリームが影響を受ける可能性があります。 

 
注：ストリーミングの宛先 URI がファイアウォールの外側にある場合は、ファイアウォール 
ポートを開く必要が生じることがあります。 

 

http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_Communications_in_a_Virtualized_Environment
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図 45： ストリーミングに許可される導入環境：リモート モード 
 

 

Streamer は、冗長構成もサポートします（図 46、図 47、図 48、および図 49 を参照）。複
数の Streamer を使用すると、ソリューションにより使用可能なストリーミング デバイス間で
ロード バランスが実行されます。特定の Streamer の使用を特定の Call Bridge に制限するに
は、バージョン 2.1 で導入された Call Bridge グループ機能を使用します。 
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図 46： ストリーミングに許可される導入環境：複数の Streamer 
 

 
 
図 47： ストリーミングに許可される導入環境：Call Bridge クラスタ 
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導入環境に複数の Call Bridge と複数の Streamer がある場合は、すべての Call Bridge がすべ
ての Streamer を使用します（図 48 を参照）。ただし、API を使用して 
/streamers/<streamer id> に対する PUT を実行し、各 Streamer に callBridgeGroup お
よび callBridge パラメータを設定している場合を除きます（図 49 を参照）。 

 
図 48： ストリーミングに許可される導入環境：複数の Streamer が設定され Call Bridge グループ
が設定されていない Call Bridge クラスタ 
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図 49： ストリーミングに許可される導入環境：複数の Streamer と 1 つの Call Bridge グループおよ
び Call Bridge が設定された Call Bridge クラスタ 

 

 
 
テスト目的の場合は Streamer を Call Bridge と同じサーバに配置できます。この場合は、
1 ～ 2 つの同時ストリーミングをサポートできます。 

 
注：単一結合導入モードで使用する Acano X シリーズ サーバは、Streamer のテスト目的での
み使用してください。実稼働ネットワークで Streamer をホストするために使用しないでくだ
さい。 

 
14.0.1 Streamer の設定手順の概要 

MMP コマンドを使用して、Meeting Server で Streamer を有効にし、導入内で Streamer と連
携する Call Bridge と、ストリーミングの保存先を指定します。 

 この Streamer にアクセスするために Call Bridge が使用する HTTPS URL アドレスを指定
します。URL を /streamers オブジェクトに対して POST するか、/streamers/ 
<streamer id> オブジェクトに対して PUT します。 

 API オブジェクト /callProfiles または /callProfiles/<call profile id> で新
しい streamingMode パラメータを使用して、会議をストリーミングできるかどうかを選
択します。このオプションは次のとおりです。 

Automatic：ストリーミングはユーザの介入なしで実行されます。ストリーミングを実行
できない場合でも、会議は実行されます。 
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Manual：ユーザは DTMF を使用して手動でストリーミングを開始および停止できます。 

Disabled：ユーザはストリーミングを実行できません。 

 /callLegProfiles で streamingControlAllowed パラメータを設定して、ストリー
ミングの開始および停止の権限を持つユーザを制御します。 

 ユーザがストリーミングを希望するスペースごとに、ストリーミングの宛先 URL を指定す
る streamURL パラメータを /coSpaces に対して POST または PUT します。 

 /dtmfProfiles および /dtmfProfiles/<dtmf profile id> の新しい 
startStreaming および stopStreaming パラメータを使用して、ストリーミングを開始およ
び停止する DTMF トーンをマッピングします。 

 

14.0.2 ストリーミングの導入例 
 
注：Streamer は、XMPP クライアントとして動作します。そのため、Call Bridge をホストす
る Meeting Server で XMPP サーバを有効にする必要があります。 

 

この例では、Streamer を Call Bridge にリモート展開する手順を説明します。すでに Call 
Bridge および XMPP サーバが動作していることを仮定しています。 

1. Streamer 用の証明書および秘密キーを作成し、『Certificates Guidelines』で説明されてい
る内部 CA 署名付き証明書に関する手順を実行します。 

2. Streamer をホストする Meeting Server の MMP に SSH でログインします。 

3. 次のコマンドを使用して、指定したインターフェイスでリッスンするように Streamer を設
定します。 
streamer listen <interface[:port] whitelist> 

Streamer は、たとえば 1 つはパブリック IP、もう 1 つは内部ネットワークなど、複数の
インターフェイス上でリッスンできます（ただし、同じインターフェイス上の複数のポー
トでリッスンすることはできません）。 

以下の例では、インターフェイスは A と B に設定され、その両方ともポート 8443 を使用
します。 
streamer listen a:8443 b:8443 

ローカル Streamer を使用するには、Streamer がループバック インターフェイス lo:8443 
でリッスンする必要があります。以下に例を示します。 
streamer listen lo:8443 b:8443 

4. SFTP を介して MMP に証明書ファイル、キー ファイル、証明書バンドルをアップロードし
ます。 
streamer certs <keyfile> <certificatefile> [<crt-bundle>] 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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5. 次のコマンドを使用して、Call Bridge 証明書を Streamer 信頼ストアに追加します。 
streamer trust <crt-bundle> 

6. streamer コマンドを使用して、Streamer の詳細を一覧表示します。以下に例を示します。 
cms1> streamer 
Enabled : true 
Interface whitelist : a:8445 b:8445 
Key file : streamer0.key 
Certificate file : streamer0.cer 
CA Bundle file : streamer.crt 
Trust bundle : callbridge.crt 

7. Streamer を有効にします。 
streamer enable 

8. Streamer 用の DNS A レコードを作成し、Streamer がリッスンするイーサネット インター
フェイスの IP アドレスに解決するように設定します。 

9. Call Bridge をホストする Meeting Server の API を使用して、Call Bridge が Streamer と
通信する際に使用する設定を行います。 

 

a. この Streamer にアクセスするために Call Bridge が使用する HTTPS URL アドレスを
指定します。URL を /streamers オブジェクトに対して POST するか、
/streamers/<streamer id> オブジェクトに対して PUT します。 

 
注：ローカル Streamer を使用する場合、この URL はループバック インターフェイス
（たとえば https://127.0.0.1:8443）である必要があります。 

 

b. ストリーミングが開始された場合にストリーミングの宛先を決定する streamUrl を 
/coSpaces に対して POST するか、/coSpaces/<coSpace id> に対して PUT し
ます。 

c. 会議をストリーミングできるかどうか、およびストリーミングをユーザの介入なしで開
始するかどうかを選択します。API オブジェクト /callProfiles または 
/callProfiles/<call profile id> で streamingMode パラメータを使用します。 

d. ストリーミングの開始および停止の権限を持つユーザを制御します。
/callLegProfiles で streamingControlAllowed パラメータを使用します。 

e. ユーザがストリーミングを希望するスペースごとに、ストリーミングの宛先 URL を指
定する streamURL パラメータを /coSpaces に対して POST または PUT します。 

 
注：ユーザ名とパスワードが必要なストリーミング サービスもあれば、一意のスト
リーム キーを指定するストリーミング サービスもあります。たとえば、vBrick の場合
は次のとおりです。 
streamUrl=rtmp://<username>:<password>@<vbrick 
IP/FQDN>/live/PullStream1 

YouTube の場合は次のとおりです。 
streamUrl=rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/<stream key> 
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f. /dtmfProfiles および /dtmfProfiles/<dtmf profile id> の 
startStreaming および stopStreaming パラメータを使用して、ストリーミングを
開始および停止する DTMF トーンをマッピングします。例：「**7」でストリーミング
を開始、「**8」で停止します。 

 
14.0.3 Streamer のライセンス 

ストリーミング用のライセンスは、Streamer をホストしているサーバではなく、Call Bridge 
をホストしている Meeting Server に 1 つ以上ロードする必要があります。1 つの「録画」ラ
イセンスで 1 つの同時ストリーミングまたは 1 つの録画がサポートされ、既存の録画ライセン
スによりストリーミングが可能になります。バージョン 2.1 以降では、1 つの録画/ストリーミ
ング ライセンスまたは追加ポートを含むスターター キットを使用できます。ライセンス要件に
ついては、シスコのセールス担当者またはパートナーにお問い合わせください。 

 
 



15 LDAP 設定 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 131 

15 LDAP 設定 
ユーザがシスコ ミーティング アプリケーションを使用して Meeting Server に接続すること
を予定している場合は、LDAP サーバ（現時点では Microsoft Active Directory または 
OpenLDAP）が必要です。Meeting Server は LDAP サーバからユーザ アカウントをインポー
トします。 

ユーザ名は、LDAP からフィールドをインポートして作成できます。これについては、このセ
クションで説明しています。パスワードは Meeting Server 上ではキャッシュされず、シスコ 
ミーティング アプリケーションの認証時に LDAP サーバが呼び出されます。このため、パス
ワードは LDAP サーバ上で一括して安全に管理されます。 

 
15.1 LDAP を使用する理由 
LDAP を使用した Meeting Server の設定は、環境をセットアップするための強力でスケーラ
ブルな方法です。LDAP 構造内で組織のコール要件を定義することで、Meeting Server に必
要な設定の量を最小限に抑えることができます。 

サーバでは、フィルタ、ルール、およびテンプレートの概念を使用します。これにより、ユー
ザをたとえば以下のようなグループに分けることができます。 

 人事部の全員 

 等級 11 以上の従業員 

 職位 = 「取締役」 

 姓の最初の文字が「B」である人 

 
15.2 Meeting Server の設定 
このセクションの例では、単一の LDAP サーバ（このケースでは Active Directory）を、
Meeting Server の Web 管理インターフェイスを使用して設定する方法を説明します。ただ
し、Meeting Server は API を使用して設定できる複数の LDAP サーバをサポートします。これ
については、『API Reference guide』の「LDAP Methods」を参照してください。 

Call Bridge のクラスタを設定する最も簡単な方法は、API を使用することです。Web 管理イン
ターフェイスを使用して複数の Call Bridge を設定する場合は、それぞれの設定を同一にする必
要があります。 

 
注：Web 管理インターフェイスで設定できる LDAP サーバは 1 台のみです。 

 

Meeting Server を Active Directory と連携するようにセットアップするには、以下の手順を実
行します。 

1. Web 管理インターフェイスにサインインして、[設定（Configuration）] > [Active Directory] 
と進みます。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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2. 最初のセクションで、LDAP サーバへの接続を以下のように構成します。 

 アドレス（Address） = LDAP サーバのホスト名または IP アドレスです。 

 ポート（Port） = 通常は 636 です。 

 ユーザ名（Username） = 登録済みユーザの識別名（DN）です。特にこの目的のために
ユーザを作成することもできます。 

 パスワード（Password） = 使用するユーザ名のパスワードです。 

 セキュア接続（Secure Connection） = セキュア接続の場合にこのボックスを選択します。 

次に例を示します。 
Address: ldap.example.com 
Port: 636 
Username: cn=Fred Bloggs,cn=Users,OU=Sales,dc=YourCompany,dc=com 
Password: password 
 
注：Meeting Server はセキュア LDAP をサポートします。デフォルトでは、LDAP サーバ
はセキュア通信の場合はポート 636 で稼働し、非セキュア通信の場合にはポート 389 で
稼働します。Meeting Server は両方をサポートしていますが、ポート 636 を使用するこ
とを推奨します。安全な通信を行うには、セキュア通信（上記の説明を参照）を選択する
必要があることに注意してください。ポート 636 のみを使用するだけでは不十分です。 

 
3. インポートするユーザを制御するために使用される [インポート設定（Import Settings）] を
入力します。  

 Base Distinguished Name = ユーザのインポート元にする LDAP ツリー内のノードです。
ユーザをインポートするベース DN には、以下のような設定が最適です。 

 
cn=Users,dc=sales,dc=YourCompany,dc=com 

 Filter = ユーザの LDAP レコード内の属性値が満たす必要があるフィルタ式です。[フィル
タ（Filter）] フィールドの構文は、rfc4515 で説明されています。 

ユーザをメイン データベースにインポートする場合のルールは、「import anyone with 
an email address（電子メール アドレスを持つすべてのユーザをインポート）」などにす
るのが妥当です。以下のフィルタで表現できます。 
mail=* 

 

テストを目的として、指定したユーザ（例：fred.bloggs）と、「test」で始まるメール 
アドレスを持つテスト ユーザのグループをインポートできます。以下に例を示します。 
(|(mail=fred.bloggs*)(mail=test*)) 
指定したユーザ（例：fred.bloggs）以外のすべてのユーザをインポートする場合は、以
下の形式を使用します。 
(!(mail=fred.bloggs*)) 
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特定のグループに属するユーザをインポートするには、memberOf 属性をフィルタ処理
できます。次に例を示します。 
memberOf=cn=apac,cn=Users,dc=Example,dc=com 
これは、APAC グループのメンバーであるグループとユーザの両方をインポートします。 

ユーザに限定してグループを除外するには、以下を使用します。 
(&(memberOf=cn=apac,cn=Users,dc=Example,dc=com) 
(objectClass=person)) 

 
 

拡張可能一致ルール（LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN / 
1.2.840.113556.1.4.1941）を使用すると、メンバーシップ階層（指定したグループの
下）の任意のグループのメンバーシップをフィルタ処理できます。たとえば、以下のよう
にします。 

(&(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=apac,cn=Users,dc=Example, 
dc=com)(objectClass=person)) 

LDAP のセットアップに適合できる他の推奨例としては、次のものがあります。 

! で定義されている対象を除くすべての person および user を追加するフィルタ。 
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(cn=Administrator)) 
(!(cn=Guest))(!(cn=krbtgt))) 

上記と同じものを（krbtgt ユーザは除く）、sAMAccountName がある場合にのみ追加
するフィルタ。 
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(cn=Administrator)) 
(!(cn=Guest))(sAMAccountName=*)) 

上記と同じものを（krbtgt ユーザを含む）、sAMAccountName がある場合にのみ追加
するフィルタ。 
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(cn=Administrator)) 
(!(cn=Guest))(!(cn=krbtgt))(sAMAccountName=*)) 

このフィルタは、(|( ツリー内の指定されたユーザのみをインポートします。 
(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(cn=accountname) 
(cn=anotheraccountname))) 

指定されたセキュリティ グループのメンバー（=cn=xxxxx で示される）のみをインポー
トするグローバル カタログ クエリ。 
(&(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=groupname,cn=Users, 
dc=example,dc=com)(objectClass=person)) 

4. フィールド マッピング式のセットアップ 

フィールド マッピング式は、対応する LDAP レコードのフィールド値から、Meeting 
Server のユーザ レコードのフィールド値を作成する方法を制御します。現在、この方法
で以下のフィールドに値が取り込まれます。 

 表示名 

 ユーザ名 



15 LDAP 設定 

Cisco Meeting Server リリース 2.1：スケーラブルで復元力のある Meeting Server 導入 134 

 スペース名 

 スペースの URI のユーザ パート（つまり、ドメイン名なしの URI） 

 スペースの 2 次 URI のユーザ パート（オプションであるスペースの代替 URI） 

 スペース コール ID（WebRTC クライアント ゲスト コールで使用するスペースの固有 
ID） 

 

フィールド マッピング式の中には、リテラル テキストと LDAP フィールドの値を以下の
ように混在させることができます。 

$<LDAP field name>$ 

式の例： 
$sAMAccountName$@example.com 

生成結果： 
fred@example.com 

詳細については、LDAP フィールド マッピングに関するセクションを参照してください。 
 
注：インポートされる各ユーザには、一意の XMPP ユーザ ID（JID）が必要です。これは [設
定（Configuration）] > [Active Directory] の [フィールド マッピング式（Field Mapping 
Expressions）] セクションにある [JID] フィールドを使用して作成されます。有効な JID を作
成するために、JID フィールド マッピング式で使用されるすべての LDAP 属性が、インポート
される各 LDAP レコード内に表示されている必要があります。表示されている属性を持つレ
コードのみをインポートするには、JID フィールド マッピング式で使用される各属性に対し
て、[インポート設定（Import Settings）] の下の [フィルタ（Filter）] フィールドに、「&」
（AND）を使用してプレゼンス フィルタ（(<attribute name>=*) の形式のもの）を組み込むこ
とを推奨します。 

たとえば、JID フィールド マッピング式が $sAMAccountName$@company.com であり、グ
ループ cn=Sales,cn=Users,dc=company,dc=com のメンバーであるユーザをインポートする
場合、適切なインポート フィルタは次のようになります。 

(&(memberOf=cn=Sales,cn=Users,dc=company,dc=com)(sAMAccountName=*)) 

 

5. Active Directory と同期するには、[今すぐ同期（Sync now）] を選択するか、または該当す
る API コールを使用して同期をアクティベートします（『Cisco Meeting Server API 
Reference Guide』を参照）。 

 
注：LDAP サーバのエントリが変更されるたびに、手動で再同期する必要があります。 

 

6. [ステータス（Status）] > [ユーザ（Users）] と移動して、同期の結果を表示します。 
 

mailto:sAMAccountName$@example.com
mailto:fred@example.com
mailto:sAMAccountName$@company.com
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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LDAP からインポートする場合は、OU 分離を使用するかどうかを選択できます。Web 管理イ
ンターフェイスで、[設定（Configuration）] > [Active Directory] に移動し、[社内ディレクトリ
設定（Corporate Directory Settings）] セクションで [検索を検索 OU に制限する（Restrict 
Search to Searcher OU）] を選択して、ユーザ アカウントの OU 内のみを検索できるようにし
ます。 

 
15.3 例 
この例では、スペースを、ユーザの特定のグループと、正規の電話番号の前にプレフィックス 
88 を付けたそのスペースのコール ID に指定します。 

1. LDAP 構造内に「space」というグループを作成し、必要なメンバーをそのグループに指定
します。 

 
2. 拡張可能一致ルール（LDAP_MATCHING_RULE_ IN_CHAIN / 1.2.840.113556.1.4.1941）
を使用する以下のフィルタを使って、「space」グループのメンバーであるすべてのユーザ
を検索します。 

 
(&(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=space,cn=Users,dc=lync, 
dc=example,dc=com)(objectClass=person)) 

 

 
 
3. その後、次のディレクトリ内の特定のユーザを同期します。 

cn = Fred Blogs 
TelePhoneNumber = 7655 
sAMAccountName = fred.blogs 
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これにより、[ステータス（Status）] > [ユーザ（Users）] ページに表示できる以下のスペー
スが作成されます。 

 
名前 XMPP ID 

Fred Blogs fred.blogs@xmpp.example.com 
 

さらに、[設定（Configuration）] > [スペース（space）] ページに表示される以下のスペー
スが作成されます。 

 
名前 URI ユーザ パート 

fred.blogs fred.blogs.space 

 
15.4 LDAP フィールド マッピングの詳細 
ここでは、Meeting Server に設定する LDAP フィールド マッピングに関する追加情報を提供
します。 

次のように、LDAP フィールド値の一部には、SED に似た構造を代わりに使用できます。 

$<LDAP field name>|'/<regex>/<replacement format>/<option>'$ 

値は次のとおりです。 

<option> は、<regex> に一致するすべてを <replacement format> に置換する場
合は「g」、最初のみ照合する場合は空白にします。 

<regex> の部分は、丸かっこで囲むことで、<replacement format> で使用するた
めにタグ付けできます。 

<replacement format> 内のタグ付き照合は、\x（x は 0 ～ 9 の数字）として参照さ
れます。照合 0 は全体一致に対応し、照合 1 ～ 9 は 1 ～ 9 番目のタグ付きサブ表現に
対応します。 

代替表現内の一重引用符は、バックスラッシュでエスケープされる必要があります。
バックスラッシュ文字そのものの場合も同様です。 

代替表現の要素を区切るフォワードスラッシュの代わりに、一重引用符、バックスラッ
シュ、数字 0 ～ 9 以外の任意の文字を使用できます。 

区切り文字を表現内でリテラルとして使用する場合は、バックスラッシュでエスケープ
する必要があります。 

 
以下の例は、次の形式のアドレス 
firstname.lastname@test.example.com 

を次の形式に変換します。 
firstname.lastname@xmpp.example.com JIDs 
$mail|'/@test/@xmpp/'$ 

mailto:fred.blogs@xmpp.example.com
mailto:firstname.lastname@test.example.com
mailto:firstname.lastname@xmpp.example.com
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さらに、以下の例は、ユーザのフルネームから小文字の「a」をすべて削除します。 
$cn|'/a//g'$ 

 
使用する適切な表現は次のようになります。 

フルネーム： $cn$ 

JID： $mail|'/@test/@xmpp/'$ 

スペース URI： $mail|'/@.*//'$.space 

スペース ダイヤルイン番号： $ipPhone$ 
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16 その他のセキュリティに関する考慮事項および 
QoS 

この章では、X.509 証明書や公開キーを通じて提供される認証以外に、Meeting Server で利
用可能なその他のセキュリティ機能について説明します。 

 
注：この章に記載するコマンドは、『MMP Command Line Reference』にも記載されています。 

 
16.1 共通アクセス カード（CAC）の統合 
共通アクセス カード（CAC）は、コンピュータ機能にアクセスするための認証トークンとして
使用されます。CAC には秘密キーが含まれます。この秘密キーは、抽出できませんが、カード
所有者のアイデンティティを証明するためにオンカードの暗号化ハードウェアで使用できます。 

Meeting Server は、CAC を使用した SSH および Web 管理インターフェイスへの管理ログイ
ンをサポートします。導入用に CAC を設定するには、以下の表 7 に示す MMP コマンドを使
用します。 

 
表 7： CAC ログインを設定するための MMP コマンド 

 
MMP コマンド 説明 

cac enable|disable [strict] CAC モードを有効または無効にします。オプションで、すべてのパス
ワード ベースのログインを排除するストリクト モードを指定します。 

cac issuer <ca cert-bundle> 信頼できる証明書バンドルを指定して、CAC 証明書を確認します。 

cac ocsp certs <keyfile> 
<certificatefile> 

OCSP サーバを使用している場合に、OCSP サーバとの TLS 通信用の
証明書と秘密キーを指定します。 

cac ocsp responder <URL> OCSP サーバの URL を指定します。 

cac ocsp enable|disable CAC OCSP の検証を有効または無効にします。 

 
16.2 Online Certificate Status Protocol（OCSP） 
OCSP は、証明書の有効性と失効ステータスを確認するためのメカニズムです。MMP は 
OCSP を使用して、ログインに使用する CAC が有効であるかどうか、特に失効していないか
どうかを調べます。 

 
16.3 FIPS 
FIPS 140-2 レベル 1 認定ソフトウェア暗号化モジュールを有効にできます。そうすると、暗
号操作はこのモジュールを使用して行われ、暗号操作は FIPS 承認取得済み暗号化アルゴリズ
ムに制限されます。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Access_Card
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表 8： FIPS を設定するための MMP コマンド 
 

MMP コマンド 説明 

fips 
enable|disable 

ネットワーク トラフィックのすべての暗号操作に対して FIPS-140-2 モード暗号化を有効ま
たは無効にします。FIPS モードを有効または無効にした後は、リブートが必要です。 

fips FIPS モードが有効になっているかどうかを表示します。 

fips test 組み込み FIPS テストを実行します。 

 
16.4 TLS 証明書の検証 
リモートの証明書が信頼されていることを検証するために、SIP および LDAP の相互認証を有
効にできます。有効にすると、Call Bridge は（どちら側が接続を開始したかに関係なく）常に
リモートの証明書を要求し、サーバでアップロードおよび定義された信頼ストアに対して提示
された証明書を比較します。 

 
表 9： TLS を設定するための MMP コマンド 

 
MMP コマンド 説明 

tls <sip|ldap> trust <crt 
bundle> 

信用できる認証局を定義します。 

tls <sip|ldap> verify 
enable|disable|ocsp 

証明書の検証を有効または無効にするか、または OCSP が検証に
使用されるかどうかを指定します。 

tls <sip|ldap> 現在の設定を表示します。 

 
16.5 ユーザ制御 
MMP 管理者ユーザは次の操作を実行できます。 

 その他の管理者ユーザのパスワードをリセットします。 

 ユーザ パスワードで繰り返すことができる文字の最大数を設定します。ユーザ パスワード 
ルールの追加機能はほかにも多数あります。 

 IP アドレスで MMP アクセスを制限します。 

 設定可能なアイドル期間後に MMP アカウントを無効にします。 

 
16.6 ファイアウォール ルール 
MMP は、メディア インターフェイスと管理者インターフェイスの両方に対してシンプルなファ
イアウォール ルールの作成をサポートします。これは、完全なスタンドアロン ファイアウォー
ル ソリューションに代わるものではありません。そのためここでは詳細を説明しません。 
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ファイアウォール ルールは、インターフェイスごとにそれぞれ指定する必要があります。イン
ターフェイスでファイアウォール ルールを設定した後は、そのインターフェイスでファイア
ウォールを有効にしてください。詳細および例については、『MMP Command Line 
Reference』を参照してください。 

 
注意：ファイアウォールの設定にはシリアル コンソールを使用することを推奨します。SSH 
を使用すると、ルール内のエラーによって SSH ポートにアクセスできなくなることがあるた
めです。SSH を使用する必要がある場合は、ファイアウォールを有効にする前に管理インター
フェイス用に allow ssh rule が作成されていることを確認してください。 

 
16.7 DSCP 
Meeting Server 上のさまざまなトラフィック タイプに対して DSCP タギングを有効にできま
す（『MMP Command Line Reference』を参照）。 

1. MMP にサインインし、DSCP 値を要求に応じて設定します。 

2. [設定（Configuration）] > [通話設定（Call Settings）] に移動し、[DSCP モード（DSCP 
Mode）] を次のように設定します。 

 非 AS SIP 環境では、[Use Normal Values] を選択します。 

 AS SIP 環境では、[Use Assured Values] を選択します。 
 
注：DSCP タギングは Meeting Server から送信されるすべてのパケットのみが対象になりま
す。PC Client の DSCP タギングでは、希望する DSCP 値を定義するためにグループ ポリシー
を使用する必要があります。これを制御するのは Windows であり、通常のユーザ アカウント
には DSCP を設定するアクセス許可がありません。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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付録 A 導入に必要な DNS レコード 
 
注：外部 DNS サーバで設定されていない値、または上書きする必要がある値を返すように 
DNS リゾルバを設定できます。外部 DNS サーバにクエリを送信する代わりに、カスタム リ
ソース レコード（RR）を返すように設定します（クライアントは RR を利用できません）。詳
細については、『MMP Command Line Reference』を参照してください。 

 
注：以下のレコードを定義する前に、どの Meeting Server にも A または SRV レコードが存在
しないことを確認してください。 

 

表 10：導入に必要な DNS レコード 
 

タイプ 例 解決先 
復元力に関す
る考慮事項 説明 

SRV
（*） 

_xmpp-client._ 
tcp.example.com 

以下の A レコード 
xmpp.example.com。
通常、このポートは 
5222 です。 

DNS ルックアップへ
の応答として複数の結
果が返されるように、
各 XMPP サーバ/ロー
ド バランサに 1 つの 
SRV レコードを作成
できます。クライアン
トは、優先順位とウェ
イトの情報に基づいて 
XMPP トラフィックの
宛先を選択します。 

クライアントがログイ
ンに使用します。SRV 
レコードは、XMPP 
ユーザ名で使用される
ドメインに対応する必
要があります。 

SRV
（*） 

_xmpp-server._ 
tcp.example.com 

以下の A レコード 
xmpp.example.com。
通常、このポートは 
5269 です。 

DNS ルックアップへ
の応答として複数の結
果が返されるように、
各 XMPP サーバ/ロー
ド バランサに 1 つの 
SRV レコードを作成で
きます。クライアント
は、優先順位とウェイ
トの情報に基づいて 
XMPP トラフィックの
宛先を選択します。 

XMPP サーバ間の
フェデレーションに
使用します。SRV レ
コードは、XMPP 
ユーザ名で使用され
るドメインに対応す
る必要があります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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タイプ 例 解決先 
復元力に関す
る考慮事項 説明 

A xmpp.example.com XMPP サーバ、また
は XMPP サーバにト
ランクするように設
定されたロード バラ
ンサの IP アドレス。 

XMPP サーバまたは
ロード バランサごとに 
1 つの A レコード。 

クライアントがログイ
ンに使用します。 

SRV
（*） 

_xmpp-component._tcp.< 
domainNameofXMPPserver> 

クラスタ内の 
XMPP サーバの A 
レコード。 

クラスタ内の各 XMPP 
サーバに 1 つの SRV 
レコード。 

Call Bridge と XMPP 
サーバの接続に DNS 
を使用する場合は必須
です。 

A / 
AAAA 

join.example.com Web Bridge の IP ア
ドレス。 

Web Bridge ごとに 1 
つの A および AAAA 
レコード（またはいず
れか）。ブラウザが使
用する Web Bridge 
は、Web ブラウザに
よって決定されます。
通常はランダムに選択
されます。 

このレコードが 
Meeting Server によっ
て直接使用されること
はありません。ただ
し、ブラウザに入力す
る FQDN（Web Bridge 
に解決される）をエン
ドユーザに提供するこ
とは一般的です。この
レコードの形式に制約
や要件はありません。 

A / 
AAAA 

ukedges.example.com 
nyedges.example.com 

ローカル ロード バラ
ンサの IP アドレス。 

特定のデータセンター
の各 Core サーバは、
そのデータセンター内
の Edge サーバにのみ
トランクする必要があ
ります。この例では、
ukedges.example.com 
によって UK データセ
ンター内のすべての
ロード バランサの IP ア
ドレスが返されます。 

分割導入で Core サーバ
が Edge サーバ上で実
行されているロード バ
ランサへのトランクを
作成する際にのみ使用
します。 

A / 
AAAA 

ukcore1.example.com 
nycore1.example.com 

Call Bridge の IP ア
ドレス。 

Call Bridge ごとに 1 つ
のレコード。各 Call 
Bridge に一意の FQDN 
が必要です。 

Call Bridge に接続する
ために Lync FE サーバ
が使用します。 
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タイプ 例 解決先 
復元力に関す
る考慮事項 説明 

A / 
AAAA 

ukcore1admin.example.com 

ukedge1admin.example.com 

ukcoreadmin.example.com 

MMP インターフェ
イスの IP アドレス。 

Web 管理インター
フェイスごとに 1 つの
レコード。各 MMP イ
ンターフェイスに一意
の FQDN が必要です。 

このレコードは管理目
的でのみ使用します
（システム管理者が 
MMP インターフェイス
ごとに FQDN を設定す
る場合）。 

SRV
（*） 

_sipinternaltls._ 
tcp.lync-domain.com 

Lync 会議 ID の A レ
コード。 

 Lync 会議 ID を使用す
る場合は、会議 ID の解
決にこのレコードが必
要です。 

SRV
（*） 

_sipinternaltls._ 
tcp.fe.lync-domain.com 

Lync FE サーバま
たは FE プールの A 
レコード。 

FE プールがある場合
は、プール内の個々の 
FE サーバを指す複数
の FE レコードを使用
できます。 

FE プールがある場合
は、プール内の個々の 
FE サーバを指す複数の 
FE レコードを使用でき
ます。Meeting Server 
で Lync 会議 ID によっ
て Lync 会議を解決する
場合も、このレコード
が必要です。 

A / 
AAAA 

fe.lync-domain.com Lync FE サーバの IP 
アドレス。 

FE サーバごとに 1 つの
レコードが必要です。 

FE サーバごとに 1 つの
レコードが必要です。 

SRV
（*） 

_sipfederationtls._ 
tcp.domain.com 

Meeting Server の 
FQDN。 

 Lync フェデレーション
の場合はこのレコード
が必要です。 

A call-bridge.example.com Call Bridge の IP ア
ドレス。 

 Lync フェデレーション
の場合は、Call Bridge 
にパブリック IP アドレ
スが必要であり、この
シナリオでは NAT がサ
ポートされないため、
このレコードが必要に
なります。 

 

（*）SRV レコードは、IP アドレスへ直接解決されません。SRV の要件を満たすには、関連す
る A または AAAA 名前レコードを作成する必要があります。 
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付録 B 導入に必要なポート 
次の図に、スケーラブルで復元力のあるサーバ導入環境での Meeting Server への接続および
ファイアウォールの場所を示します。開くポートを特定するには、以下の表を使用します。 

 
図 50： スケーラブルで復元力のあるサーバ導入環境で開く必要があるポート 
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（注） 

1) 上の図には、外部ポートでリッスンする XMPP サーバが示されています。いずれかのイ
ンターフェイス ポート（A ～ D）で XMPP サーバがリッスンしないようにする場合は、代
わりにロード バランサが外部ポートでリッスンするように設定し、ロード バランサに情報
を XMPP サーバにリレーさせるようにします。 
2) SIP Edge コンポーネントはベータ機能です。 

 
B.1 Meeting Server の設定 
表 11 に、Meeting Server の設定に使用するポートを示します。 

 
表11： Meeting Server の管理用ポート 

 

コード 接続先 
開く宛先
ポート 方式 

トラフィッ
ク タイプ 

Meeting Server を
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

E MMP 22 SSH TCP 着信 MMP へのセキュア ログ
イン 

F API または 
Web 管理 

80 HTTP TCP 着信 MMP 経由でポートを構
成可能 

G API または 
Web 管理 

443 HTTPS TCP 着信 MMP 経由でポートを構
成可能 

 
B.2 サービスの接続 
表 12 を使用して、シスコ ミーティング アプリケーションにさまざまなサービスを接続するた
めに使用されるポートを特定します。 

 
表 12： サービスに接続するために開くポート 

 

コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィッ
ク タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

A MMP NTP 
サーバ 

123 TCP または 
UDP 

発信  

B MMP Syslog 
サーバ 

514 TCP 発信 デフォルト ポート
（MMP 経由で別の
ポートを構成可能） 

C1 MMP SNMP 
サーバ 

161 UDP 着信  

C2 MMP SNMP ト
ラップ 

162 TCP または 
UDP 

発信  
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コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィッ
ク タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

D MMP/Call 
Bridge/We
b Bridge 

DNS サーバ 53 TCP または 
UDP 

発信 X シリーズ サーバでは、
管理ポートと使用イン
ターフェイス（A ～ D）
の両方が DNS サーバに
ポート 53 でアクセスで
きる必要があります。 

 Call Bridge CDR 受信
デバイス 

 TCP 発信 Web 管理インターフェ
イスで、または API オブ
ジェクト 
/system/cdrReceivers/ 
を使用して API で、CDR 
受信デバイスの URI を設
定します。 

 

 
B.3 Meeting Server コンポーネントの使用 
表 13 を使用して、シスコ ミーティング アプリケーションのコンポーネントに接続するため
に使用されるポートを特定します。  

 
表 13： Meeting Server でコンポーネントを使用するために開くポート 

 

コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

H1 Call Bridge H.323 ゲート
ウェイ 

6061 TCP（SIP） 発信 MMP 経由でポート
を構成可能 

H H.323 ゲー
トウェイ 

H.323 ゲート
キーパー 

1720 TCP
（H.225） 

着信 ポートを構成不可能 

ネクスト 
ホップの場
合は H.323 
ゲートキー
パー上の
ポート 

TCP（H.225） 発信  

H H.323 ゲー
トウェイ 

H.323 ゲート
キーパー 

1024 ～ 
65535（注 
1） 

TCP（H.245） 着信 ポートを構成不可能 

ネクスト 
ホップの場
合は H.323 
ゲートキー
パー上の
ポート 

TCP
（H.245） 

発信  
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コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

H H.323 ゲー
トウェイ 

H.323 ゲート
キーパー 

32768 ～ 
65535
（注 2） 

UDP メディア 着信および発信  

I1 Call Bridge レコーダー 8443  発信 MMP 経由でポート
を構成可能。ローカ
ル レコーダーの場
合はループバック 
インターフェイス
（たとえば 
lo:8443）を使用し
ます。 

I レコーダー ネットワーク 
ファイル サー
バ（NFS） 

   NFS 上の録画保存場
所を指定するには、
MMP コマンド 
recorder nfs 
<hostname/ 
IP<directory> を
使用します。 

J Call Bridge LDAP/LDAPS
（Active 
Directory） 

389/636
（注 3） 

TCP/TCP
（SIP TLS） 

発信 Web 管理インター
フェイス経由でポー
トを構成可能 

K Call Bridge 内部登録済み 
SIP エンドポイ
ントまたは音声
コール制御 

5060 SIP UDP 着信および発信  

K Call Bridge 内部登録済み 
SIP エンドポイ
ントまたは音声
コール制御 

5060 TCP（SIP） 着信および発信  

K Call Bridge 内部登録済み 
SIP エンドポイ
ントまたは音声
コール制御 

5061 TCP（SIP 
TLS） 

着信および発信  

K Call Bridge 内部登録済み 
SIP エンドポイ
ントまたは音声
コール制御 

32768 ～ 
65535 

UDP
（STUN RTP、
BFCP） 

着信  

L Call Bridge Lync クライア
ント 

32768 ～ 
65535 

UDP
（STUN RTP） 

着信  

L Call Bridge Lync クライア
ント 

1024 ～ 
65535
（注 1） 

UDP
（STUN RTP） 

発信  

L Call Bridge Lync クライア
ント 

32768 ～ 
65535 

TCP（RDP） 着信  
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コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

L Call Bridge Lync クライア
ント 

1024 ～ 
65535
（注 7） 

TCP（RDP） 発信  

M Call Bridge Lync FE 
サーバ 

5061 TCP（SIP 
TLS） 

着信および発信  

N Call Bridge Lync Edge 
サーバ 

3478 UDP 発信  

N Call Bridge Lync Edge 
サーバ 

443 TCP 発信  

N Call Bridge Lync Edge 
サーバ 

32768 ～ 
65535
（注 2） 

UDP
（STUN RTP） 

着信  

 Call Bridge XMPP サーバ    内部から Meeting 
Server へはオープ
ン ポートは不要 

Q Call Bridge 内部のネイ
ティブ シスコ 
ミーティング 
アプリケー
ション 

32768 ～ 
65535 

UDP
（STUN RTP） 

着信  

Q Call Bridge 内部のネイ
ティブ シスコ 
ミーティング 
アプリケー
ション 

1024 ～ 
65535
（注 1） 

UDP
（STUN RTP） 

発信  

R XMPP 
サーバ 

内部のネイ
ティブ シスコ 
ミーティング 
アプリケー
ション 

5222 TCP 着信  

S ロード 
バランサ 

外部のネイ
ティブ シスコ 
ミーティング 
アプリケー
ション 

5222 TCP 着信  

S1 XMPP 
サーバ 

ロード 
バランサ 

4999 TCP 発信  
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コード 
コンポーネ
ント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge とリ
モート デバイス 

32768 ～ 
65535
（注 2 
および 4） 

Media UDP
（STUN RTP） 

着信および発信  

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge とリ
モート デバイス 

32768 ～ 
65535
（注 2 お
よび 4） 

メディア TCP
（STUN RTP） 

着信および発信  

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge と
リモート デバ
イス 

3478
（注 4） 

UDP
（STUN） 

着信  

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge と
リモート デバ
イス 

3478
（注 4） 

TCP
（STUN） 

着信  

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge と
リモート デバ
イス 

443（注 4、
5、6） 

UDP
（STUN） 

着信  

T、U、
V、W 

TURN 
サーバ 

Call Bridge と
リモート デバ
イス 

443（注 4、
5、6） 

TCP
（STUN） 

着信  

X Web Bridge WebRTC クラ
イアント 

80 TCP（HTTP） 着信  

X Web Bridge WebRTC クラ
イアント 

443（注 6 
および 8） 

TCP
（HTTPS） 

着信  

X1 Call Bridge Web Bridge 443 TCP 発信  

Y SIP Edge 
サーバ（パ
ブリック イ
ンターフェ
イス） 

リモート SIP 
デバイス 

5061 TCP（SIP 
TLS）（注 9） 

着信および発信 MMP 経由でポート
を構成可能 

Y1 SIP Edge 
サーバ（プ
ライベート 
インター
フェイス） 

Call Bridge 任意の未使
用ポート
（例：
3061） 

TCP（SIP 
TLS） 

着信 MMP 経由でポート
を構成可能 

 Call Bridge データベース    内部から Meeting 
Server へはオープ
ン ポートは不要 

 

（注） 
1) 正確な範囲は遠端によって決まります。 

 

2) 32768 ～ 65535 の範囲が示されていますが、現在は 50000 ～ 51000 のみが使用されています。必要とされる範
囲は、将来のリリースでは拡大される可能性があります。 
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3) この機能には一般にポート 636（セキュア）および 389（非セキュア）が使用されますが、Web 管理インター
フェイスを使用してポートを設定できます。3268 および 3269（非セキュアおよびセキュア）のグローバル カタ
ログ LDAP 要求の場合も同様です。 
4) メディア ポート（32768 ～ 65535）が開かれていない場合は、TURN サーバへの接続に使用される TCP/UDP 
ポート 3478/443 がメディアのリレーに使用されます。 
5) UDP/TCP ポート 443 は変更できます。MMP コマンド turn tls <port> を使用すると、TURN サーバがリッスン
する 2 番目の UDP/TCP ポートが変更されます。 
6) TURN サーバはループバック インターフェイスのポート 443 ではリッスンしません。これは、ループバック イ
ンターフェイスのポート 443 で実行される可能性がある他のサービスとのポートの競合を避けるためです。 
7) 正確な範囲は Lync サーバの設定によって決まります。 
8) TURN サーバと Web Bridge の両方をポート 443 で実行するには、2 つのコンポーネントを異なるインターフェ
イスとポートの組み合わせで実行する必要があります。これが不可能な場合は、TURN サーバ用にポート 447 を使
用してください。 
9) ポート 5061 では SIP TLS のみがサポートされます。UDP と TCP はサポートされていません。 

 
B.4 拡張性と復元力のために必要な追加ポート 

 
図 51： スケーラブルで復元力のある複数のサーバ導入で開く必要がある追加ポート 

 

 
 
表 14： スケーラブルで復元力のある複数のサーバ導入で開く必要がある追加ポート 

 

コード 
コンポー
ネント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 443 TCP 着信および発信 Call Bridge クラスタ
リング用 
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コード 
コンポー
ネント 接続先 

開く宛先
ポート 

トラフィック 
タイプ 

コンポーネントを
基準にしたトラ
フィックの方向 その他の情報 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 5060 TCP（SIP） 着信および発信 図 51 は、Call 
Bridge 間の SIP お
よびメディア トラ
フィックの直接フ
ローを示していま
す。すべての SIP 
コールはコール制御
（つまり CUCM ま
たは VCS）経由で
実行でき、メディア 
フローも導入環境内
の TURN サーバなど
の他のデバイスを経
由できることに注意
してください。 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 5060 UDP（SIP） 着信および発信 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 5061 TCP（SIP）
TLS 

着信および発信 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 32768 ～ 
65535 

UDP
（SIP）
BFCP 

着信 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 1024-
65535 
（注 1） 

UDP
（SIP）
BFCP 

発信 

Z1 Call 
Bridge 1 

Call Bridge 2 32768 ～ 
65535 

UDP 
STUN/RTP 

着信および発信 

Z2 XMPP 
サーバ 1 

XMPP サーバ 
2 

5222 TCP 着信および発信 

Z3 Call Bridge 
1 

XMPP サーバ 
2（注 2） 

5223 TCP 発信 Web 管理インター
フェイスを使用して
設定可能 

Z4 Call 
Bridge 1 

データベース 
1（マスター） 

n/a TCP   

Z5 Call 
Bridge 2 

データベース 
1（マスター） 

5432 TCP 着信および発信  

Z6 データベー
ス 1（マス
ター） 

データベース 
2（スレーブ） 

5432 TCP 着信および発信 データベース クラス
タ/レプリケーショ
ン ポート 

Z7 Web 
Bridge 1 

ロード バラン
サ 2 

5222 TCP 発信  

 

（注） 
1) 正確な範囲は遠端によって決まります。 
2) このポートは、Call Bridge と XMPP サーバが同じ Core サーバ上にある場合は不要です。ただし、複数の Core サー
バを使用した導入では、復元力を得るために各 Call Bridge がすべての XMPP サーバに到達できる必要があります。 
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付録 C クラスタ解除 
 
C.1 Call Bridge のクラスタ解除 
一部の Call Bridge をクラスタ化してデータベース クラスタにアクセスさせることができま
す。ただし、Call Bridge クラスタに属していない Call Bridge は、クラスタ化したデータベー
スにアクセスできないため、ローカル データベースを使用します。 

1. 次の手順を実行してクラスタから Call Bridge を削除します。 

a. 削除する Call Bridge の Core サーバで、Web 管理インターフェイスにログインして 
[設定（Configuration）] > [クラスタ（Cluster）] に移動します。 

b. Call Bridge のエントリの横にあるチェック ボックスを選択し、[削除（Delete）] をク
リックします。 

これにより、その Call Bridge が Call Bridge クラスタから除外されます。 

2. 同じ場所に配置されているデータベースがある場合は、データベース クラスタから削除し
ます。 

a. Call Bridge サーバの MMP にログインします。 

b. database cluster remove コマンドを入力します。 

データベースがデータベース クラスタから切断され、この Core サーバ上の Call Bridge は
スペース データベース クラスタの内容にアクセスできなくなります。ただし、データベー
スの元の内容には引き続きアクセスできます（これらの内容は、クラスタ化されたデータ
ベースの内容よりも古い場合があることに注意してください）。 

3. [設定（Configuration）] > [全般（General）] ページで XMPP サーバの詳細を削除すること
で、Call Bridge の Web 管理インターフェイスからコンポーネント接続を削除します（こ
の手順を実行しないと、データベース クラスタに接続していないにもかかわらず、XMPP 
サーバがその Call Bridge を引き続き認証に使用する場合があります）。 
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付録 D Lync フロントエンド サーバからのスタ
ティック ルートの設定例 

 
注：重要 - この付録は、ガイドラインとして使用する例を提供するものであり、従うべき一連
の手順を明示するものではありません。使用しているサーバの設定において同等の内容を実装
する最良の方法について、ローカルの Lync サーバ管理者に助言を求めることを強くお勧めし
ます。 

 

Lync フロントエンド サーバからのスタティック ルートを設定する前に、Lync FE サーバに
よって信頼されている証明書を Meeting Server にインストールしたことを確認してください
（『Certificate Guidelines』を参照）。 

 
D.1 Lync 設定の変更 
1. オプションで、次のようにして Lync で HD720p を有効にします（Lync から HD コールを
実行する場合（デフォルトは VGA））。 

a. Lync Server 管理シェルを開きます。 

b. 以下のコマンドを使用して、HD720P Lync コールのサポートを有効にします。 

Set-CsMediaConfiguration -MaxVideoRateAllowed Hd720p15M 

2. 以下の 5 つのコマンドを使用して、信頼できるアプリケーションおよびスタティック 
ルートを Meeting Server に追加します。 

New-CsTrustedApplicationPool -Identity fqdn.meetingserver.com - 
ComputerFqdn fqdn.meetingserver.com -Registrar fqdn.lyncserver.com 
-site 1 -RequiresReplication $false -ThrottleAsServer $true - 
TreatAsAuthenticated $true 

次のように置き換えます。 

 fqdn.meetingserver.com は Meeting Server の FQDN に置き換える。 

 fqdn.lyncserver.com は Lync FE サーバまたはプールの FQDN に置き換える。 

 
New-CsTrustedApplication -ApplicationId meetingserver-application 
-TrustedApplicationPoolFqdn fqdn.meetingserver.com -Port 5061 

次のように置き換えます。 

 meetingserver-application はアプリケーションの名前に置き換える。 

 fqdn.meetingserver.com は Meeting Server の FQDN に置き換える。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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$x=New-CsStaticRoute -TLSRoute -Destination 
"fqdn.meetingserver.com" -MatchUri "something.com" -Port 5061 - 
UseDefaultCertificate $true 

次のように置き換えます。 

 fqdn.meetingserver.com は Meeting Server の FQDN に置き換える。 

 something.com は選択したドメインに一致する URI に置き換える（すべての Meeting 
Server コールに使用するドメインの場合は meetingserver.example.com など）。 

 

Set-CsStaticRoutingConfiguration -Identity global -Route @{Add=$x} 

Enable-CsTopology 
このコマンドにより新しいトポロジが有効になります。新しい HD720p 設定に更新するた
めに、ユーザはログアウトしてから再度ログアウトが必要になることがあります。その他
の設定はすべて自動であり、数分以内に有効になります。 

 
D.2 Meeting Server 設定 
1. Web 管理インターフェイスで [設定（Configuration）] > [アウトバウンド コール
（Outbound calls）] に移動します。 

2. 空白行の [ドメイン（Domain）] で、Lync に送信される必要があるコール用にあわせた 
Lync ドメインを入力します。 

3. [SIP プロキシの使用（SIP Proxy to Use）] で、次のいずれかを実行します。 
 

a. このフィールドを空白のままにします。サーバは、
_sipinternaltls._tcp.<yourlyncdomain>.com を使用して、呼び出し先ドメインの DNS 
SRV ルックアップを実行します。 

b. フロントエンド プール（または Lync SIP ドメイン）を入力します。サーバは、最初に 
_sipinternaltls._tcp.<yourlyncdomain>.com を使用して、その定義済みドメインの 
DNS SRV ルックアップを実行します。SRV ルックアップが解決できない場合は、入力
されたホストの DNS A レコード ルックアップを実行します。 

c. Lync フロント エンド サーバの IP アドレスを入力します。 
 

4. [ローカルの連絡先ドメイン（Local Contact Domain）] には、Meeting Server の FQDN 
を入力します（このフィールドを設定する必要がある唯一のケースは、Lync へのトランク
を設定するときです。それ以外の場合では空白のままにしてください）。 

5. [ローカルのドメイン元（Local From Domain）] には、コールの発信元（発信者 ID）にす
るドメインを入力します。例：meetingserver.example.com 

 
注：[ローカルのドメイン元（Local From Domain）] を空白のままにすると、発信者 ID に
使用されるドメインは、デフォルトで [ローカルの連絡先ドメイン（Local Contact 
Domain）] に入力したドメインになります。 
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6. [トランク タイプ（Trunk type）] で、[Lync] を選択します。 

7. [新規追加（Add New）] を選択します。 
 
完了すると、Lync 環境から Meeting Server へ、および Meeting Server から Lync へコール
できるようになります。 
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付録 E API の例 
この付録の例では、POSTMAN API ツールを使用します。他のツールを使用することもできま
す。例では、これらの API メソッドに使えるすべてのパラメータを使用するわけではありませ
ん。詳細については、『API Reference guide』を参照してください。 

 
注：POSTMAN では API のログイン アカウントとパスワードの入力が必要になります。これ
は、以下の例で個別の手順として指定されていませんが、[送信（Send）] をクリックする前に
入力する必要があります。 

 
E.1 クラスタ内の特定の Call Bridge 用に発信ダイヤル プラン ルールを
作成する 
これには、「/outboundDialPlanRules」ノードに対する POST メソッドが必要です。 

1. 次のように設定します（以下のスクリーンショットを参照）。 
 

a. Call Bridge の IP アドレスを 192.168.3.77 と仮定した場合、POST URL は 
https://192.168.3.77/api/v1/outboundDialPlanRules です。 

b. ダイヤル プラン ルールを適用するために照合するドメインが acanopartners.com の
場合は、これをメッセージ本文に追加します。必須パラメータはこれだけです。 

c. メソッドを [POST] に設定します。 

d. [送信（Send）] をクリックします。（API コールごとに必要）。 
 

 

POST 操作が成功すると、応答に 200OK ステータスが表示されます。 
 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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2. GET メソッドを使用すると、新しいルールの outboundDialPlanRule ID が特定されて応答に
表示されます。 

 

 
 

上記のスクリーンショットでは、outboundDialPlanRule ID は ea3f5cd1-7b5b-4d80-af5f-
fffff2362d0f です。 

3. この outBoundDialPlanRule ID を書き留めます。 

4. [/callBridges」ノードで GET 操作を実行し、すべての Call Bridge の ID を確認します。 

GET 操作が成功すると、200OK ステータスが表示されます。 
 

 

 
5. 下にスクロールして、outboundDialPlanRule を適用する Call Bridge ID を書き留めます。 

 
この例では、ID が 0ce50c9e-c92b-43f8-9f79- 69e638a9c098 の Call Bridge ukcore2 
を使用します 

6. 「/outboundDialPlanRules/ <outbundDialPlanRule ID>」ノードで PUT メソッドを使用し
て、outboundDialPlanRule を適用します。 

 
a. PUT URL は https://192.168.3.77/api/v1/outboundDialPlanRules/ea3f5cd1-7b5b- 

4d80-af5f-fffff2362d0f です。これは上記の手順 2 で特定した ID です。 
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b. 本文のパラメータは次のとおりです。 
localFromDomain=acanohome.com 
sipProxy=abc.acanopartners.com 
trunkType=sip 
priority=70 
failureAction=continue 
sipControlEncryption=auto 
scope=callbridge 
callBridge=0ce50c9e-c92b-43f8-9f79-69e638a9c098 
これらのパラメータは、以下に示すようにアンパサンド（&）で連結した 1 つの長い文
字列として入力します。 

 

 
 

API コールが成功すると、200OK ステータスが表示されます。 

7. ルールが適用されていることを確認するには、「/outboundDialPlanRules/ 
<outbundDialPlanRule ID>」ノード（ノード ID は前述の ea3f5cd1-7b5b-4d80-af5f- 
fffff2362d0f）で GET メソッドを使用します。 

 

 

Web 管理インターフェイスにも新しいルールが表示されます。[Call Bridge 範囲（Call 
Bridge Scope）] 列のエントリが「1」である場合、このルールがすべての Call Bridge では
なく特定の Call Bridge にのみ適用されることを意味します。 
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E.2 Call Bridge で Web Bridge を設定する 
これには、該当する Call Bridge の「/webBridges」ノードに対する POST メソッドが必要
です。 

1. 次のように指定します。 

a. [POST] メソッドを設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/webBridges/ です（前の例で使用した同じ Call 
Bridge を想定しています）。 

c. メッセージ本文は「url=https://ukedge1join.acanohome.com 」です
（ukedge1join.acanohome.com は Web Bridge に到達するために使用される FQDN）。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
 

 
 
2. 「/webBridges」ノードで GET メソッドを使用して、Web Bridge が設定されていることを
確認します。 

a. URL は https://192.168.3.77/api/v1/webBridges/ です。 
 

https://ukedge1join.acanohome.com/
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3. 新しい Web Bridge ID が応答に表示されます（上記の例を参照）。この ID は次の例で必要
になります。 

 
E.3 Call Bridge で Web Bridge カスタマイゼーションを作成する 
前の例の Web Bridge ID「89fb1f38-c5cf-42df-a58f-caa06eaed32a」を使って、
「/webBridges/<webBridge ID>」ノードで PUT メソッドを使用します。 

1. 次を入力します。 

a. メソッドを [PUT] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/webBridges/89fb1f38-c5cf-42df-
a58f- caa06eaed32a です。 

c. メッセージ本文「resourceArchive=http://192.168.1.188/webrtcbranding/Uxbridge-
colo.zip 」によって、カスタマイズ ファイルを含むリソース アーカイブへのパスを定義
します。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
 

 
 
2. 「/webBridges/<webBridge ID>」ノードで GET メソッドを使用して Web Bridge ノード
の詳細を取得し、PUT メソッドが成功したことを確認します。 

a. URL は https://192.168.3.77/api/v1/webBridges/89fb1f38-c5cf-42df-
a58f- caa06eaed32a です。 

GET 操作が成功すると、200OK ステータスおよび resourceArchive パラメータが表示さ
れます（下記参照）。 

 

http://192.168.1.188/webrtcbranding/Uxbridge-colo.zip
http://192.168.1.188/webrtcbranding/Uxbridge-colo.zip
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E.4 Call Bridge で TURN サーバを設定する 
これには、「/turnServers」ノードに対する POST メソッドが必要です。 

1. 次を入力します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/turnServers/ です。 

c. メッセージ本文（前述の例のようにアンパサンドでパラメータを連結します）は、
「serverAddress=192.168.7.66&clientAddress=200.100.1.66&username=turnuser&
password=acano&type=acano」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 

 
 

 
 
2. 「/turnServers/」ノードで GET メソッドを使用して、操作の成功を確認し、TURN サーバ
の ID を取得します。 

3. 「/turnServers/<turnServer ID>」ノードで GET メソッドを使用して、TURN サーバの詳
細を取得します。 

 

a. URL は https://192.168.3.77/api/v1/turnServers/e545f4c4-56f2-45ab-be36- 
ef5aa64db55e です。 
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E.5 API を使用してスペースを作成する 
これには、「/coSpaces」ノードに対する POST メソッドが必要です。 

1. 次を入力します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/coSpaces です 

c. メッセージ本文は
「name=acanouser1'coSpace&uri=12345678.cospace&secondaryUri=acanouser1.co 
Space&callId=12345678&passcode=1111&tenant=d326e4e9-a927-4514-bbab- 
e36262373f73」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
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E.6 スペース用にスペースのメンバーを作成する 
これには、「/coSpaces/<coSpace ID>/coSpaceUsers」ノードに対する POST メソッドが必要
です。 

1. 次を入力します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/coSpaces/ 49967952-83d1-4d7b-8dd6- 
1688aec6cb5d/ coSpaceUsers です 

c. メッセージ本文は
「userJid=acanouser1@acanohome.com&canDestroy=true&canAddRemoveMember
=true&canChangeName=false&canChangeUri=false&canChangeCallId=false&canCha
ngePasscode=true&canPostMessage=true&canRemoveSelf=false&canDeleteAllMess
ages=true」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
 

 
 
E.7 コール レッグ プロファイルを作成する 
この例では、ホスト用とゲスト用の 2 つの callLegProfile を作成します。どちらの場合も、
「/callLegProfiles」ノードに対する POST 操作が必要です。 

1. ホストのデフォルト レイアウト「すべて等しい」を指定してホストの callLegProfile を作成
するには、次のように入力します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/callLegProfiles です 

c. メッセージ本文は「defaultLayout=allEqual」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
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2. ゲストの callLegProfile を作成して、ホストが会議から退席した 10 秒後にゲストの接続が
自動的に解除されるようにするには、次のように入力します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/callLegProfiles です 

c. メッセージ本文は
「needsActivation=true&defaultLayout=speakerOnly&deactivationMode=disconnect& 
deactivationModeTime=10」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
 

 
 
 
3. 「/coSpaces/<coSpace ID>/accessMethods」ノードで POST メソッドを使用して、ホス
トのアクセス方式を作成します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/coSpaces/ 49967952-83d1-4d7b-8dd6- 
1688aec6cb5d/accessMethods です 

c. メッセージ本文は
「uri=12345678.cospace&callID=12345678&callLegProfile=6afd72da-c824-
47d5- a78b-fb0cfb8817d4」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
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4. 「/coSpaces/<coSpace ID>/accessMethods」ノードで POST メソッドを使用して、ゲス
トのアクセス方式を作成します。 

a. メソッドを [POST] に設定します。 

b. URL は https://192.168.3.77/api/v1/coSpaces/ 49967952-83d1-4d7b-8dd6- 
1688aec6cb5d/accessMethods です 

c. メッセージ本文は「uri=87654321.cospace&callID=87654321&callLegProfile= 
f3d8515a-8eb5-46e6-8c08-172b6ad2a8b5」です。 

d. [送信（Send）] をクリックします。 
 

 
 
5. この設定をテストするため、次の動作を確認します。 

 すべてのゲストは 87654321 をダイヤルしてスペースに参加する。 

 ホストは 12345678 をダイヤルしてスペースに参加できる。 

 ホストが参加するまで、どのゲストもビデオ ストリームを表示したり、音声を聞いたり
することができない。 

 最後のホストが会議から退席した後 10 秒以内にすべてのゲストの接続が解除される。 
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