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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。Cisco Meeting Server は現
在、Cisco Meeting Server 1000 および Cisco Meeting Server 2000 でホストされています。
これらは、Cisco Unified Computing Server（UCS）技術に基づくアプリケーション サーバで
す。Acano X シリーズ ハードウェア、または仕様に基づく VM サーバでホストすることもでき
ます。
一般的な用語としてこのドキュメント全体で使用されているミーティング サーバという用語
は、Cisco Meeting Server 1000、仕様に基づく VM ホスト、および Acano X シリーズ サーバ
を指します。
このガイドでは、単一統合型サーバ導入として導入されたミーティング サーバについて説明し
ます。この導入に拡張性と復元力はありません。サーバは複数のコンポーネントで構成されま
す。これについては、図 1 を参照してください。
図 1：単一統合型サーバの導入

すべてのコンポーネントを構成する必要はありません。導入環境に適したコンポーネントのみ
を構成します。詳細については、第 2 章で説明しています。
（注）

ミーティング サーバには、録画機能とストリーミング機能が含まれています。これらの機
能を評価するだけの場合は、Call Bridge と同じサーバでレコーダー/ストリーマを有効にし
ます。通常の導入では、Call Bridge と異なるサーバでレコーダー/ストリーマを有効にしま
す。同じミーティング サーバにレコーダーとストリーマを導入しようとする場合は、両方
を使用できるようにサーバのサイズを適切に調整する必要があります。録画の詳細につい
ては第 11 章、ストリーミングの詳細については、第 12 章を参照してください。




ミーティング サーバには、H.323 ゲートウェイが含まれています。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』[英語] を参照してください。
バージョン 2.0.4 以降、TURN サーバで使用され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。
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SIP エッジについての注：Cisco Expressway X8.9 は、Cisco Meeting Server とやりとりする
ネットワークのエッジで SIP トラフィックのトラバーサルをサポートします。
Expressway が提供する 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、ミーティング サーバの SIP エッジ機能は廃止される予定です。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 で最初に導入された SIP および Lync のコール トラバーサル機能
は、まだ Cisco Meeting Server のベータ機能ですが、実稼働環境向けではありません。
シスコは、ベータ機能が将来完全にサポートされる機能になることを保証しません。ベータ機
能は、フィードバックに基づいた変更の対象であり、将来機能が変更または削除されることが
あります。
XMPP 復元力についての注：Acano サーバ リリース 1.8 で最初に導入された XMPP の復元力
機能は、Cisco Meeting Server 2.1 の完全なリリース機能で、実稼働の展開用にサポートされ
ています。

1.1 本ガイドの使用方法
このガイドは、ご使用のサーバに該当するインストレーションガイドに続く内容であり、設置
手順をすでに完了していることを想定しています。
証明書の情報は、単一統合型の導入向け証明書のガイドライン [英語] に記載されています。そ
のため、2 つのガイド（本ガイドと証明書のガイドライン）を合わせて読んで使用する必要があ
ります。
この導入ガイドと証明書のガイドラインに加えて、下図の参照資料が Cisco Meeting Server ド
キュメンテーションのページ [英語] 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という名前に変更されました。
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図 2：ミーティング サーバを扱うガイドの概要

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。サンプルは青文字で示されており、導入環境に合わせて変更する必要があります。
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1.1.2 管理およびネットワーク インターフェイス
ミーティング サーバには、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 ポート経由で、またはラベルが
[Admin] のイーサネット 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 Admin 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、Admin、A、B、C、D というラベルの、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 サーバ上では、メディア インターフェイス A ～ D は物理的に離れていま
せんが、Admin インターフェイスは物理的に離れています。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、該当するインストレーション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）
ミーティング サーバは、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、導入環境で使用可能なア
クティブ コールやスペースの数が膨大となりうる中、これらを管理できる拡張性も備えた設計
となっています。
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 の API リファレンス [英語] を参照してください。
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1.3 シスコのライセンス
Cisco Meeting Server とシスコのユーザ ライセンスのアクティベーション キーおよびライセン
スが必要です。シスコのライセンスを購入し、割り当てる方法の詳細については、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 のライセンスおよびアクティベーション キー
ミーティング サーバを使用するには、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 ライセンスのアクティベーション キー（この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
コールのマルチパーティ ライセンスは Cisco Meeting Server で使用されるプライマリ ライセ
ンス モデルです。引き続き、Acano 容量単位（ACU）を購入することができますが、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。
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 より前では、アドホック会議は PMP+ ライセンスを利用しませんでした。
2.1 から、アドホック会議のイニシエータが識別できるようになり、PMP+ 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で使用されます。
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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 容量単位
Acano 容量単位（ACU）は、Cisco Meeting Server 容量単位という名前に変更されました。各
容量単位（CU）は、ミーティング サーバ ソフトウェアに対して、12 の音声ポートまたは同時
メディア ストリームの次の数量をサポートします（CU ソフトウェア ライセンス契約条件につ
いてはこちらを参照）。
表 1：容量単位ライセンス
メディア ストリーム

容量単位あたりのライセンス数

コール レッグあたりに必要なライセンス数

1080p30

0.5

2

720p30

1

1

480p30

2

0.5

また各 CU により、少なくとも 1 人がビデオで参加しているミーティングのそれぞれで、ライ
センシがコンテンツを共有できる権限が付与されます。詳細については、CU ライセンス契約条
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
シスコのサービス契約をご利用のお客様の場合：
1. シスコの e コマース ツールでアクティベーション キーおよびライセンスを購入します。
"PAK" コードと、ミーティング サーバの MAC アドレスと PAK コードを登録する必要のあ
る Web サイトの URL を含む電子メールを受信します。
2. ミーティングサーバの MAC アドレスを取得するには、サーバの MMP にログインして
iface a コマンドを入力します。
注：これは、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
はなく、VM の MAC アドレスです。
3. PAK コードとミーティングサーバの MAC アドレスを登録します。
Cisco Meeting Server リリース 2.1：単一統合型ミーディング サーバ導入

4. 電子メールで 1 つのライセンス ファイルが送信されます。転送前、または転送中にこのラ
イセンス ファイルの名前を cms.lic に変更します。
5. SFTP を使用してミーティングサーバの MMP にライセンス ファイルを転送します。
a. MMP の iface a コマンドを使用して 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 の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 Personal Multiparty ライセンスの割り当て
ミーティング サーバにマルチパーティ ライセンスを適用するには、次の手順に従います。
注：この手順では、単一の LDAP ソースからインポートしたユーザにすべてをライセンスする
か、まったくライセンスしないかのどちらかにする必要があります。
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、[hasLicence] フィールドを[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、[hasLicence] フィールドを [false] に設定します。[hasLicence] フィールド
を設定しないと、デフォルト設定の [false] が選択されます。
2. ldapSource（POST /ldapSources）を新規に作成するか、userProfile id パラメータを使
用して既存の ldapSource（PUT to /ldapSources/<ldap source id>）を更新します。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として持っているかどうかを判断するには、GET /users/<user id>
を使用してそ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 の ldapSource とインポートされたユーザの設
定が解除されます。

1.3.5 シスコ マルチパーティ ライセンスが割り当てられる仕組み
スペースで会議を開始すると、シスコ ライセンスがスペースに割り当てられます。ミーティン
グ サーバによって割り当てられるライセンスは、次のルールによって決まります。


シスコ PMP プラス ライセンスを持つメンバーが 1 人以上スペースに参加している場合は、
該当メンバーのライセンスの 1 つが使用されます。参加していない場合は、次のルールに従
います。
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スペースを作成したユーザ（所有者）がシスコ PMP プラス ライセンスを持つ場合は、その
所有者のライセンスが割り当てられます。シスコ PMP プラス ライセンスを持たない場合
は、次のルールに従います。
シスコ SMP プラスライセンスがある場合は、そのライセンス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判定
管理者がマルチパーティ ライセンスの使用を判定できるように、次のオブジェクトとフィール
ドが API に追加されました。











新しい /system/licensing オブジェクト。ミーティング サーバのコンポーネントにライセン
スがあり、有効にされているかどうかを管理者が判定できます。
新しい /system/multipartyLicensing オブジェクト。有効化され使用されているライセンスの
数を返します。
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なコールの数を示します。
新しい userProfile フィールド。LDAP 同期に含まれます。
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
示します。
新しい ownerId フィールドと ownerJid フィールド。/coSpace オブジェクトごと。存在す
る場合、ownerId フィールドはこの coSpace を所有するユーザの GUID を保持し、
ownerJid はユーザの JID を保持します。
注：所有者は、/coSpace オブジェクトを POST または PUT するときに ownerJid フィー
ルドを使用して設定されます。/coSpace を GET するときは、ownerJid と ownerId の両方
がユーザに戻されます。

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のオブジェクトとフィールドの詳
細については、Cisco Meeting Server の API リファレンス ガイド [英語] を参照してください。
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2 導入の基本概念
SIP エッジについての注：Cisco Expressway X8.9 は、Cisco Meeting Server とやりとりする
ネットワークのエッジで SIP トラフィックのトラバーサルをサポートします。
Expressway が提供する 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、ミーティング サーバの SIP エッジ機能は廃止される予定です。
この章では、単一統合型サーバ導入でのミーティング サーバの導入について、基本概念を概説
しています。図 3 は、標準的な導入環境を示しています。
図 3：Acano X シリーズ サーバを使用した単一統合型サーバ導入でのミーティング サーバ導入例

（注）
ミーティング サーバには、録画機能とストリーミング機能が含まれています。これらの機
能を評価するだけの場合は、Call Bridge と同じサーバでレコーダー/ストリーマを有効にし
ます。通常の導入では、Call Bridge と異なるサーバでレコーダー/ストリーマを有効にしま
す。同じミーティング サーバにレコーダーとストリーマを導入しようとする場合は、両方
を使用できるようにサーバのサイズを適切に調整する必要があります。録画の詳細について
は第 11 章、ストリーミングの詳細については、第 12 章を参照してください。
ミーティング サーバには、H.323 ゲートウェイが含まれています。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 2.6 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』[英語] を参照してください。
バージョン 2.0.4 以降、TURN サーバで使用され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。
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2.1 Call Bridge
Call Bridge は、複数の参加者がミーティング サーバまたは Lync AVMCU 上でホスティングさ
れる会議に参加できるように会議の接続をブリッジする、ミーティング サーバのコンポーネン
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。

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 キーがあると、メディアのコールで Call Bridge を使用できます。アクティ
ベーション キーは次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、組み合わせられたサーバ導入と
して構成されている（すべてのコンポーネントが同一サーバ上にある）VM サーバ

製品を評価するデモンストレーション ライセンスが必要な場合は、発信するために Call Bridge
を有効にする必要があります。その場合は、シスコのセールス担当者に連絡してください。
Acano X シリーズ サーバは、アクティベーション キーは不要です。エッジ サーバとして設定
された VM は、Call Bridge のアクティベーション キーは不要です。
ライセンス ファイルをアップロードした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。これらの手順はミーティング サーバ設定の一環で、セク
ション 3.4 と単一統合型サーバ導入における証明書ガイドライン [英語] に説明されています。
有効な cms.lic ファイルがアップロードされるまで、Web Admin インターフェイスに “This
CMS is running in evaluation mode; no calls will be possible until it is licensed.” というバナー
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。

2.2 Web Bridge
WebRTC アプリケーションを使用している場合は、Web Bridge を有効にして構成する必要が
あります。これについては、「Web Bridge の構成」および「Web Admin インターフェイスか
らの Web Bridge 設定」のセクションを参照してください。WebRTC アプリケーションは、
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。検証済み
ブラウザのリストについて、こちらのミーティング サーバの 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。
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2.2.1 カスタマイゼーション
ミーティング サーバ 2.1.2 から、ミーティング サーバでは再設計された 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 ページで背景イメー
ジのブランド変更をサポートする Web Bridge 1.9 をサポートしています。
これらの機能は、API を使用して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 [Join] ペインの色



IVR メッセージ



SIP/Lync コール メッセージ



電話会議に参加するための招待状に表示されるテキスト

これらの機能には、シスコの e コマース ツールを使用して購入する必要があるブランディング
キーが必要です。2 つのブランディング レベルがあります。




API 経由の単一ブランド：リソースの単一のセット（WebRTC の 1 ページ、1 セットの音声
プロンプトなど）だけを指定できます。これらのリソースは、すべてのスペース、IVR、およ
び Web ブリッジに使用されます。
API 経由の複数ブランド：さまざまなスペース、IVR、および Web ブリッジにさまざまなリ
ソースを使用できます。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。

2.3 TURN サーバ
TURN サーバは、ファイアウォール トラバーサル技術を提供して、ミーティング サーバをファ
イアウォールまたは NAT の背後に導入します。SIP または音声コール制御装置に登録された外
部 Cisco Meeting App、Lync クライアント、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。これについては、「TURN サーバの設定」
および「Web Admin インターフェイスからの TURN サーバ設定」のセクションを参照してくだ
さい。Cisco Meeting App を使用する場合は、Web Admin インターフェイスを構成して、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する必要もあります。
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、UDP 接続と TCP 接続の両方をポート 443 および 3478 の両方でリッスンし
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 4 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。
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図 4：TCP と UDP をサポートする TURN サーバ

バージョン 2.0.4 から、統合型サーバ導入の 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。

2.4 XMPP サーバ
Cisco Meeting App を使用しているお客様は、XMPP サーバ アプリケーションを実行するサー
バにインストールされている XMPP ライセンスが必要です。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 サーバと同じミーティング サー
バで有効化されている Call Bridge も必要です。
XMPP サーバは、WebRTC アプリケーションなど Cisco Meeting App とやりとりするシグナリ
ングを処理します。PC、iOS（iPhone や iPad）、Mac、または WebRTC クライアント向けの
Cisco Meeting App 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 Cisco Meeting App の導入
注：Acano クライアントは、ミーティング サーバのドキュメンテーションでは現在 Cisco
Meeting App と呼ばれています。
XMPP サーバを有効にする必要がある Cisco Meeting App のいずれかを使用する場合は、
「XMPP サーバの設定」と「Web Admin インターフェイスからの XMPP 設定」を参照してく
ださい。
次の図に、Cisco Meeting App コールの間の制御とメディア フローの例を示します。
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図 5：コール フロー図の例

上記の図で注意すべき点は、次のとおりです。


以下のポートが開いている必要があります。
o

TURN サーバから Cisco Meeting App 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

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 Cisco Meeting App との間の範囲は 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。
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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、Cisco Meeting App 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 から、TURN サーバは Call Bridge からの通信を、以前のリリースの TCP
ポート 443 ではなく、TCP ポート 3478 でリッスンするようになりました。UDP ポート
3478 や TCP ポート 3478 はミーティング サーバにとって内部のポートであるため、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 Cisco
Meeting App と Call Bridge との間で直接接続します。
外部 Cisco Meeting App は、XMPP サーバとの制御接続（黒の線）を確立します。メディア
は Cisco Meeting App 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）。
他の導入オプションは、2 番目のインターフェイスで XMPP サーバを有効にし、プライベー
ト ネットワークに対してそのインターフェイスを接続します。内部クライアントは、XMPP
サーバに直接接続できます。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 2 つのインターフェイス用に構成する必要があります。
内部と外部のどちらの Cisco Meeting App 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。

2.5 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。
単一統合型導入では、データベースは Call Bridge により自動的に作成および管理され、アク
ティベーション キーや有効化操作などは必要ありません。

2.6 H323 Gateway
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、以下のコールを実行できます。
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 > Cisco Meeting App
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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 ゲートウェイの導入ガイド [英語] を参照してください。

2.7 SIP トランクとルーティング
ミーティング サーバでは、SIP Call Control、Voice Call Control、および Lync Front End（FE）
サーバのいずれか 1 つ以上から接続するように SIP トランクをセットアップする必要がありま
す。それらの装置上のコール ルーティング構成を変更するには、ミーティング サーバにコール
をルーティングする必要がありますが、そのサーバでは相互運用性のために XMPP サービスま
たは Web Bridge サービスを必要とします。
ミーティング サーバは、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
サポートします。ただしこれはベータ機能であり、実稼働環境では使用すべきではありませ
ん。詳細については、第 10 章を参照してください。

2.8 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。
ミーティング サーバは次を使用します。




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。

ミーティング サーバは、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。ミーティング サーバは、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。
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ミーティング サーバには、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、ミーティング サーバの Lync AVMCU との通信方法が改善さ
れ、Lync/Skype for Business ユーザと Cisco Meeting App ユーザ双方の会議のエクスペリエン
スが向上しています。デュアルホーム会議では、Lync Edge がミーティング サーバの Lync
Edge サーバ設定で会議をルックアップするように設定されている必要があります。ミーティン
グ サーバ導入環境と連携しているオンプレミスの Lync 導入環境または Lync Federation 導入環
境をすでにご利用の場合、ミーティング サーバ上での追加構成は不要です。これが新しい導入
である場合は、セクション 6.6 を参照して Lync Edge サーバを使用するようにミーティング
サーバを設定する必要があります。
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。


Lync 参加者の会議エクスペリエンスの向上に関する FAQ [英語]



デュアルホーム会議に関する FAQ [英語]



RDP サポートに関する FAQ [英語]



複数のビデオ エンコーダ サポートに関する FAQ [英語]

2.9 会議の録画
ミーティング サーバのレコーダー コンポーネントにより、会議を録画したり、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 ストレージに保存したりできるように
なりました。

2.9.1 録画のライセンス キー
録画は、ライセンス キーによって制御されます。1 つのライセンスで 1 つの同時録画が可能で
す。ライセンスは、レコーダーに接続する Call Bridge をホスティングするサーバ（コア サー
バ）に適用されます。レコーダーをホスティングするサーバには適用されません。
注：レコーダーの実稼働での使用に推奨される導入環境は、少なくとも 4 つの物理コアと
4GB を搭載した専用 VM で実行することです。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 つの同時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。
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。


同時録画数



Call Bridge をホスティングするサーバ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 キーを購入することができます。
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2.10 会議のストリーミング
ストリーマ コンポーネントにより、スペースに設定された URI に、スペースで行われている会
議をストリーミングする機能が追加されます。
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。外部
ストリーミング サーバは、この設定により、ユーザにライブ ストリーミングを提供したり、後
で再生するためにライブ ストリームを記録したりできます。
注：複数の標準ベースのストリーミング サーバがストリーマとして動作するとされています
が、シスコは、外部のストリーミング サーバとして VBrick のみをサポートします。

2.10.1 ストリーミングのライセンス キー
ストリーマをホストするサーバではなく、Call Bridge をホストするミーティング サーバにロー
ドするストリーミング用のライセンスが 1 つ以上必要です。1 ‘録画’ ライセンスで 1 同時スト
リーミングまたは 1 録画がサポートされます。既存の録画ライセンスでストリーミングが許可
されます。バージョン 2.1 から、1 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。ライセンスの要件について確認するには、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。

2.11 診断とトラブルシューティング
Syslog サーバの使用に加え、追加の SIP トレースを、Web Admin インターフェイスの [Logs] >
[Detailed tracing] ページを使用して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、シスコの Web サイトのミーティング サーバ サポートの FAQ を参照して
ください。
失敗したログイン試行の診断には、次の内容が含まれます。



遠端の IP アドレスが、ログインに関連するイベント ログ メッセージに組み込まれます。
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 タイムアウトについての監
査メッセージが生成されます。監査メッセージは、成功ログインについても生成されます。
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3 MMP の構成
ミーティング サーバ コンポーネントは、MMP を使用して構成します。

3.1 MMP と Web Admin 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 のインストレーション ガイドに従って、MMP の管理者ユーザ アカウン
トを作成してある必要があります。作成したら、次のセクションに進みます。Web Admin 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レーション 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。）
注：MMP コマンド群全体（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
ントのセットアップを含む）を調べるには、MMP のコマンド リファレンス ガイドを参照して
ください。

3.2 ソフトウェアのアップグレード
Cisco Meeting Server 1000 と 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、最新リリースではない場合もあります。同様に、ソフトウェアを数日前
にダウンロードした場合には、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。次の手順は、すべてのタイプの導入に適用されます。
1. 稼働しているミーティング サーバのバージョンを調べるには、MMP に SSH でログインし
て、以下を入力します。
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。
注：インストールするのが、導入のタイプに適した正しいイメージ ファイルであること
を確認します。これは、仮想化サーバのイメージ ファイルまたは Acano X シリーズ サー
バのアップグレード ファイルですが、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
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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、以下を入力します。
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、次のコマンド
を入力します。
version

3.3 HTTPS アクセス用 Web Admin インターフェイスの設定
Web Admin 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 Admin 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 Admin インターフェイスのポートは 443 です。ただし、Web Admin 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構成している場合は異なります。そ
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 Admin にインターフェイス A を使用している場合、Web Admin インターフェイ
スは VM サーバ上に存在しません。その場合は以下のコマンドを実行します。
webadmin listen a 445（標準外のポート 445 を使用してる場合）
2. Web Admin インターフェイスにアクセスできることをテストするために、対応するアドレス
を Web ブラウザに次のように入力します。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。
3. Web Admin 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

出力の最終行は、"webadmin running" となっているはずです。

b. そうでない場合は、Web Admin 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 コマンドの出力は、インストールした証明書の名前（例：webadmin.key お
よび webadmin.crt）も示します。
注：名前は、以前にアップロードした証明書の名前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、証明書のガイドラインの説明に従って問題をトラブルシュー
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トします。

3.4 Call Bridge 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 と Lync のコールは、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
ルをトラバースできます。ただしこれはベータ機能であり、実稼働環境では使用すべきでは
ありません。この機能を評価する場合、Call Bridge と SIP Edge の間に信頼を構成する必要
があることに注意してください。詳細については、第 10 章を参照してください。
コマンド callbridge listen <interface> を実行すると、リスニング インターフェイス
（A、B、C、D から選択）を構成できます。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。
1. 証明書の作成とアップロードを、証明書のガイドラインの説明に従って実行します。
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
注：Call Bridge は、別の IP アドレスに対して NAT ではないネットワーク インターフェ
イスでリッスンされる必要があります。これは、Call Bridge は、リモート サイトと通話
するときに、SIP メッセージのインターフェイスで設定されているのと同じ IP を伝送す
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。
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 クライアントを含むいずれかの Cisco Meeting App を使用している場合、XMPP サー
バを構成して有効化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 から、XMPP ライセンスは Cisco Meeting Server ソフトウェアに含
まれています。
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注：XMPP サーバと同じミーティング サーバで有効化されている Call Bridge が必要です。
1. ミーティング サーバの DNS A レコードと SRV レコードを次のように作成します。
a. XMPP サーバをホストするために使用するサーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）に対
して DNS A レコードを作成し、それを XMPP サーバがリッスンしているインターフェ
イスの IP アドレスに設定します。
b. 上記の手順で作成した DNS A レコードに解決される、ポート 5269 の _xmppserver._tcp に対する DNS SRV レコードを作成します。
c. 上記の手順で作成した DNS A レコードに解決される、ポート 5222 の _xmppclient._tcp に対する DNS SRV レコードを作成します。
d. PC から次のコマンドを実行して、上記の手順が適正に実行されていることを確認しま
す。適正であれば、ドメインの正しい IP アドレスが返されます。
nslookup -querytype=srv _xmpp-server._tcp.example.com
nslookup -querytype=srv _xmpp-client._tcp.example.com

2. MMP にサインインし、証明書のガイドライン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

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、証明書のガイドライン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 サーバに（構成後に）安全にアクセスできるようにするため、認証で
使用する Call Bridge のコンポーネント名（cb_london など）を入力します。
xmpp callbridge add <component name>
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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

9. 上記の手順で生成されたドメイン、コンポーネント、および秘密鍵を書き留めます。Web
Admin インターフェイスを使用して Call Bridge が XMPP サーバにアクセスするように構成
する際に、それらを必要とするためです（Call Bridge が認証の詳細を XMPP サーバに示す
ことができます）。
注：詳細がわからない場合は、MMP コマンド xmpp callbridge list で表示します。

3.5.1 XMPP マルチドメインの構成
単一の XMPP サーバは複数の XMPP ドメインをホストできます。たとえば、example.com と
example.org の両方を同じミーティング サーバ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。
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> [<crtbundle>]
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 が提供したオプションの証明書バンドルです。

注：さらに、追加の各 XMPP ドメインに DNS SRV レコードを追加することと、そのドメイン
を Web Admin インターフェイスの [Incoming Calls] ページ（[Configuration] > [Incoming
calls]）に追加することも必要です。
注：構成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には、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>
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3.6 Web Bridge の構成
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、ネットワーク インターフェイスを Web Bridge 用に設定して有効にしま
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
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. Web Bridge の証明書と秘密キーを、証明書のガイドラインの説明に従って作成します。 証
明書ファイルを、SFTP により MMP にアップロードします。
5. Call Bridge 証明書を Web Bridge 信頼ストアに、証明書のガイドラインの説明に従って追加
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（下記の注を参照）、WebRTC ユーザに表示される 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。ただし、サポートしないブラウザ（IE、Safari など）を
使用する場合は、これらの場所を設定して、ミーティング サーバが使用されているデ
バイス（iOS デバイス、Mac、または PC）を検出したときに、ユーザをそのデバイス
用に設定されたクライアント ダウンロード リンクにリダイレクトし、適切な Cisco
Meeting App のインストールをユーザに求めて、ユーザがミーティングに参加できる
ようにします。ユーザは、インストール後に、ゲストとしてスペースに接続されます。
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7. 次のコマンドを使用して Web Bridge を有効にします。
webbridge enable

8. Web Admin インターフェイスを使用して、Call Bridge が Web Bridge と通信するための設
定を構成します。これについては、第 8 章を参照してください。

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>

以下に示すのは、ユーザ名が myusername、パスワードが mypassword であり、レルム
example.com を使用する例です。
turn credentials myusername mypassword example.com

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
と注を参照）、この手順は不要になるため手順 4 に進みます。
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
注：ここで設定する IP アドレスを、Web Admin インターフェイスの [Configuration] >
[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
サーバ自体を構成しますが、[Configuration] > [General] ページ設定では、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
Admin インターフェイスからの TURN サーバ設定」で説明しています。
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図 6：TURN サーバのパブリック IP アドレス：統合型サーバ導入

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、現時点では 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 から、統合型サーバ導入の 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
イトリストが少なくとも 1 つのインターフェイスを含むことを確認し、ループバック イン
ターフェイスを指定します。ループバック インターフェイスは、ホワイトリストの最初のイ
ンターフェイスにしないでください。
次に例を示します。
turn listen c lo
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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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。
これが可能でない場合は、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 上でポートを構成
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 ファイルを生成する方法の詳細については、証明書のガイドラインを参照してく
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

e. 署名付き証明書と、中間 CA バンドル（ある場合）を、SFTP を使用してミーティング
サーバ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
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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、API パラメータ
tcpPortNumberOverride をオブジェクト /turnServers/<turn Server id> で使用して、こ
の値を Call Bridge 上で設定します。
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：構成済みの Lync Edge サーバは、TCP ポート番号を必ず自動的に決定できるので、こ
のパラメータは不要です。
9. Web Admin インターフェイスを使用して、Call Bridge が TURN サーバと通信するための設
定を構成します。これについては、第 9 章を参照してください。
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4 LDAP 設定
ユーザが Cisco Meeting App を使用してミーティング サーバに接続することを予定している場
合には、LDAP サーバ（現時点では Microsoft Active Directory または OpenLDAP）が必要で
す。ミーティング サーバは 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。パスワードはミーティング サーバ上ではキャッシュに入れられず
Cisco Meeting App の認証時に LDAP サーバが呼び出されます。これによりパスワードは、
LDAP サーバ上で一括して安全に管理されます。

4.1 LDAP を使用する理由
LDAP を使用したミーティング サーバの構成は、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、ミーティング サーバ
に必要とされる構成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

4.2 ミーティング サーバの設定
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、ミー
ティング サーバの Web Admin インターフェイスを使用して構成する方法を説明しています。
ただし、ミーティング サーバは API から構成できる複数の LDAP サーバをサポートします。こ
れについては、API リファレンス ガイド [英語] の LDAP のメソッドのセクションを参照してく
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 Admin イ
ンターフェイスから複数の Call Bridge を設定している場合は、それぞれを同じ設定にする必要
があります。
注：Web Admin インターフェイスで構成できるのは、1 つの LDAP サーバのみです。
ミーティング サーバを Active Directory と連携して稼働するようにセットアップするには、以
下の手順に従います。
1. Web Admin インターフェイスにサインインして、[Configuration] > [Active Directory] と進
みます。
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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。


Address = LDAP サーバのホスト名または IP アドレスです。



Port = 通常は 636 です。



Username = 登録済みユーザの識別名（DN）です。特にこの目的のためのユーザを作成で
きます。



Password = 使用するユーザ名のパスワードです。



Secure Connection = セキュア接続の場合に選択します。
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：ミーティング サーバはセキュア 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。ミーティング サーバ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 [Import Settings] に入力します。


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。[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=*
テスト目的で、Named User（fred.bloggs など）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。たとえば次のようにします。
(|(mail=fred.bloggs*)(mail=test*))

Named User（fred.bloggs など）とは別に、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。
個人に制限する（グループを省略する）には、次を使用します。
(&(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、ミーティング
サーバのユーザ 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。


Display Name



ユーザ名（User name）
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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 フィールドのマッピングの詳細」を参照してください。
注：インポートされる各ユーザには、固有の XMPP ユーザ ID（JID）が必要です。これは
[Configuration] > [Active Directory] の [Field Mapping Expressions] セクションにある [JID]
フィールドを使用して作成します。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、[Import Settings] の下の [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、[Sync now] を選択するか、または適切な 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 の API リファレンス ガイド [英
語] を参照してください）。
注：LDAP サーバのエントリが変更された場合はいつでも、手動で再同期を実行する必要
があります。
6. [Status] > [Users] と移動して、同期の結果を表示します。
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 Admin
インターフェイスで、[Configuration] > [Active Directory] と移動し、[Corporate Directory
Settings] セクションで [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。
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4.3 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用いて、“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

これにより、[Status] > [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、[Configuration] > [space] 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

URI ユーザ パート

fred.blogs

fred.blogs.space
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5 ダイヤル プラン構成：SIP エンドポイント
5.1 はじめに
SIP、Lync、および音声環境でミーティング サーバを統合するには、SIP Call Control、Lync FE
サーバ、および Voice Call Control からミーティングサーバへの接続をセットアップする必要が
あります。これについては以下の図 7 に示しています。ミーティング サーバを必要とするコー
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 ルーティング構成を変更する
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 電話が
混在する企業向け導入を想定しています。ミーティング サーバにより、Lync クライアントと SIP
ビデオ エンドポイントとの間、および Lync クライアントと IP フォンとの間を接続できます。
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できます。
図 7：ダイヤル プラン構成の導入例

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、ミー
ティング サーバのスペースを経由して、Cisco Meeting App 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構成されている、ミーティング サーバ
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
イント用）と meetingserver.example.com（スペースと Cisco Meeting App 用）は、Lync FE
サーバからミーティング サーバにこのトランクを介して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 クライアント用）および
meetingserver.example.com ドメイン（スペースと Cisco Meeting App 用）へのコールをミー
ティング サーバ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。
ミーティング サーバには、ドメイン example.com を指定するコールを Lync FE サーバに、サ
ブドメイン vc.example.com を指定するコールを 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。

5.2 ミーティング サーバ上でコールをダイヤルする SIP エンドポイント
SIP ビデオ エンドポイントのみを使用し、VCS とミーティング サーバ上で、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ように構成することから始めてみましょう。
図 8：ミーティング サーバ 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

5.2.1 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、『コール制御を含む Cisco Meeting Server 導入ガイド』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、コールをミーティング サーバにルー
ティングするようにゾーンをセットアップします。
1. [VCS Configuration] > [Zones] > [New] と進みます。
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

5.2.2 VCS 検索ルールの構成
コールをミーティング サーバにルーティングするように、以下の手順に従って VCS に検索ルー
ルを追加します（たとえば、いずれかのビデオ エンドポイントのコールを、コール プレフィッ
クス 88 を使用してミーティング サーバ上のコールにルーティングします）。
1. [VCS Configuration] > [Dial Plan] > [Search rules] と移動します。
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
Pattern String = .*@meetingserver.example.com
Pattern Behavior = Leave
On Successful Match = Stop

Target = ミーティング サーバに対して作成したゾーン

5.2.3 ミーティング サーバのスペースの作成
エンドポイントが参加するスペースを、ミーティング サーバ上で以下のように作成します。
1. Web Admin インターフェイスにサインインします。
2. [Configuration] > [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。


Name（例：Call 001）



URI（例：88001）
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注：スペースは API から作成することもできます。API リファレンス ガイド [英語] を参照し
てください。

5.2.4 ミーティング サーバでのダイヤル プラン ルールの追加
1. Web Admin インターフェイスで、[Configuration] > [Outbound Calls] と移動して、ダイヤ
ル プラン ルールを以下の詳細を指定して追加します。


Domain = vc.example.com



SIP Proxy = VCS の IP アドレスまたは FQDN



Local Contact Domain =






注：[Local Contact Domain] フィールドは、Lync へのトランクをセットアップするのでな
い限り、（セクション 6.1.2 で説明するとおり）ブランクのままにしておいてください。
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、ミーティング サーバ上でホストされるコール 88001 にダイヤルできます。

5.3 SIP コールのメディア暗号化
ミーティング サーバは、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 Admin インターフェイスの [Configuration] > [Call settings] ページで構成され、
ミーティング サーバとの間でやり取りされる SIP コールの暗号化について、Required、
Allowed、または 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（[Apply to Active Calls] ボタン）、または [Call Settings] ページの最
後にある [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。
1. Web Admin インターフェイスにサインインし、[Configuration] > [Call settings] と移動します。
2. [SIP Media Encryption] の適切な設定値を選択します（Required、Allowed、または
Disabled）。
3. [Submit] または [Apply to Active calls] のいずれかをクリックします。
注：Web Admin インターフェイスの [Configuration] > [Outbound Calls] ページの [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）。
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5.4 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 Admin インターフェイスで [Configuration] > [Call Settings] と移動し、[SIP Settings]
セクションで、[TIP (Telepresence Interoperability Protocol)] を [enabled] に設定します。

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

3. [Submit] をクリックします。

5.5 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、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 Admin インターフェイスにサインインし、[Configuration] > [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. [Configuration] > [Incoming Calls] で、[Target IVRs] を「yes」に設定して、着信コールを
IVR とマッチングさせます。
4. 前の手順で設定した数字へのコールが確実にミーティング サーバにルーティングされるよう
に、SIP コール制御上で適切なルーティングを構成します。
Cisco Meeting Server リリース 2.1：単一統合型ミーディング サーバ導入

6 ダイヤル プラン構成：Lync の統合
6.1 ミーティング サーバ上で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、ミーティング サーバ上でホストされる
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 9：ミーティング サーバがホストする会議に参加する Lync クライアントの例

6.1.1 Lync Front End サーバの設定
Lync クライアントから発信されたコールをミーティング サーバにルーティングするには、次の
ようにします。
1. ミーティング サーバを指す Lync スタティック ルートを追加します。

6.1.2 ミーティング サーバでのダイヤル プラン ルールの追加
1. Web Admin インターフェイスにサインインし、[Configuration] > [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. 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. Local contact domain = callbridge1.meetingserver.example.com
注：[Local contact domain] フィールドには、ミーティング サーバの完全修飾ドメイ
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. 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 C」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、ミーティング サーバ上
でホストされるコール 88001 にダイヤルできるようになりました。

6.2 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。
SIP ビデオ エンドポイント ユーザと Lync クライアント ユーザの両方が次をダイヤルすること
で、同じコールを入力できます。<call_id>@meetingserver.example.com
図 10：ミーティング サーバがホストする会議に参加する SIP ビデオ エンドポイントと Lync クライア
ントの例
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6.3 コールを処理する Web Admin インターフェイスの構成ページ
前のセクションにある例を展開する前に、ミーティング サーバ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ことが必要です。
着信コールと発信コールに対するミーティング サーバの動作方法は、Web Admin インターフェ
イスの [Outbound Calls] と [Incoming Calls] という 2 つの構成ページで制御します。
[Outbound Calls] ページは発信コール用であり、[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。[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。このセクションでは、この 2 つのページを
概説します。セクション 6.4 では、それらのページを使用して、ミーティング サーバを SIP 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構成します。

6.3.1 [Outbound calls] ページ
[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 [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。
[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。[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、[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、[Local contact domain]
フィールドはブランク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。
注：ミーティング サーバは、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、ミーティング サーバは、Avaya 製品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（いくつかの製品ではビデオもサポートしています）。そのため、コールが「avaya」タ
イプであるとしても、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。
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ダイヤル プラン ルールは、[Priority] の値の順序で試行されます。ミーティング サーバの現在の
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、優先度の低いルールで
ほかにマッチングするものがあるとしてもアクセスされません。したがって [Priority] での設定
は重要です。
注意：[Encryption] のデフォルトの動作モードは [Auto] です。TLS 接続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 を試行しないようにするために、[Encrypted] モード
にはすべて「Lync」発信ダイヤル ルールが明示的に設定されていることを確認してください。

6.3.2 [Incoming Call] ページ：[Call matching]
[Incoming Call] ページの 1 番上のテーブルは、[Call Matching] テーブルです。[Call Matching]
テーブルで定義されたルールは、ミーティング サーバの着信 SIP コールの処理方法を制御しま
す。いずれかのドメイン上でミーティング サーバにルーティングされるすべてのコールは、
IVR、Cisco Meeting App ユーザ、またはそのサーバ上の事前設定済みスペースについてマッチ
ングをテストできます。
以下に示す呼一致ルールの例では、meetingserver.example.com ドメインに着信するすべて
のコールについて、Cisco Meeting App ユーザとスペースの両方とのマッチングを試行します。

たとえば、着信コールの着信先が name.space@meetingserver.example.com であり、
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。
すべての呼一致ルールが失敗すると、その次のテーブル（[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。
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 [Domain] フィールドをブランクのままにしないでください。ブランクのままにす
ると、Call Bridge はコールを拒否します。
[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。
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6.3.3 コール転送
着信コールが [Call matching] テーブルにあるどのルールともマッチングしない場合、コールは
[Call Forwarding] テーブルに従って扱われます。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 [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、[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。
以下の [Call forwarding] ルールの例では、コールをドメイン lync.example.com に転送し、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。

[Call Matching] テーブルのどのルールにも、[Call Forwarding] テーブルの [Domain matching
patterns] のいずれにも一致しない場合、着信コールは終了します。

6.4 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。このセクションでは、先ほど説明した例を展開し、コールで
ミーティング サーバをビデオと音声を変換するためのゲートウェイとして使用して、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）。
注：以前には [Outbound Calls] ページは、ミーティング サーバから Cisco VCS への SIP トラ
ンクをセットアップするために使用されていました。ミーティング サーバを Lync 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構成するには、コール転送
をこのセクションでの説明に従って設定する必要があります。さらに、ミーティング サーバか
ら、使用している他の SIP コール制御デバイス（Lync FE サーバ（該当する付録を参照）、
Cisco VCS、CUCM、Avaya CM、または Polycom DMA になど）への SIP トランクもセット
アップする必要があります（コール制御の導入ガイドを参照してください）。
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図 11：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 で
ある SIP ビデオ エンドポイントを指定して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 である Lync エンドポイントを指定して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。

6.4.1 Lync Front End サーバの設定
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 についてミーティング サーバを指す Lync スタティック ルートを追加し
ます。

6.4.2 VCS の設定
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. ミーティング サーバに、サフィックス @example.com を持つコールをルーティングする検
索ルールを VCS 上で追加します。
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6.4.3 ミーティング サーバの設定
以下の手順を実行して、IVR、Cisco Meeting App ユーザ、またはスペースにマッチングされな
いミーティング サーバへのすべてのコールが転送されるようにします。
1. Web Admin インターフェイスにサインインし、[Configuration] > [Incoming Calls] と移動し
ます。
2. [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。


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。）



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。）



Forward = forward
（[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。）



Rewrite Domain = 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、[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 [Forwarding domain] に入力したドメインで置き換
えられます。）

3. [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できます。

6.5 SIP および Lync クライアントと Cisco Meeting App の統合
Cisco Meeting App を使用するようにミーティング サーバを構成する手順については、「LDAP
構成」と「XMPP サーバの構成」のセクションを参照してください。
同じ LDAP 構成を使用して Lync アカウントと Cisco Meeting App の両方を作成した場合に
は、ミーティング サーバ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
トを呼び出そうとすると、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 Cisco
Meeting App XMPP クライアントを呼び出すことがあるためです。ミーティング サーバの
[Configuration] > [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（[Call
matching] セクション）があります。
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たとえば、ミーティング サーバ上で 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 というアカウントを使用し
ているとします。コールがミーティング サーバに着信しても、呼一致ルールが構成されていな
い場合には、ミーティング サーバはドメインを無視し、コールはミーティング サーバの
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。
ミーティング サーバ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 としてログインする XMPP クラ
イアントのコールになります。これは問題です。この問題は、同じ LDAP 構成がミーティング
サーバと Lync ユーザ アカウントの両方の作成に使用されている場合によく起きます。
解決策は、[Incoming Calls] ページで、[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して構成することです。上の例では、[Domain Name] フィール
ドの実用的な選択は、example.com です。こうすると、fred@example.com へのコールは
Cisco Meeting App に到達しますが、fred@lync.example.com または fred@xxxx へのコールは
到達しません。別の方法として、[Call forwarding] セクションをセットアップすれば、ミーティ
ング サーバはコールを転送します。

6.6 Lync Edge サーバの統合
このセクションの構成手順に従って、ミーティング サーバで Lync Edge 設定を構成します。こ
の設定は、ミーティング サーバというよりは、デュアル ホーム会議をサポートするため、つま
り Lync Edge が Lync コールの TURN/ICE の役割を担う場合に必要です。

6.6.1 Lync Edge のコール フロー
ミーティング サーバから Lync Edge サーバへの呼び出しを設定します（以下の図 12 を参照）。
1. Call Bridge は、Lync Front End サーバへの「登録」SIP 呼び出しをします。
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 Front End 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。
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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 着信ポートはファイアウォールで開かれている必要があります。
図 12：Call Bridge から Lync Edge サーバへのコール フロー
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6.6.2 Lync Edge を使用するミーティング サーバの設定
Lync Edge サーバを使用するには、ミーティング サーバの Web Admin インターフェイスにロ
グインし、[Configuration] > [General] と進んで、Lync Edge の設定を行います（Lync Edge
サーバが構成されると、これは 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）。
ミーティング サーバ - Lync サーバ Edge 構成をセットアップする Lync ユーザ クライアント
アカウントを作成する必要もあります。
ミーティング サーバを Lync Edge サーバを使用するようにセットアップするには、次の手順に
従います。
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。単一統合型サーバタイプの導
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. ミーティング サーバの Web Admin インターフェイスにサインインし、[Configuration] >
[General] と移動します。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、[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
の数分の登録を行うので、ミーティング サーバが 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、ユーザ名が edge.user@lync.example.com と設定さ
れており、[Number of Registrations] を 3 に設定すると、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。

1 つの mailto:edge.user@lync.example.com という登録を作成するのみであれば、
[Number of Registrations] はブランクのままにしておきます。
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注：Lync Front End 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：










ミーティング サーバは、外部 Lync クライアント（メディアが Lync Edge サーバ経由で着
信する）からの Lync コンテンツ（RDP で投稿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。
Cisco Meeting App は、Lync Edge サーバが構成されている場合でも、ミーティング サー
バの TURN サーバを引き続き使用します。
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 サーバが構成されていなけ
れば、ミーティング サーバにより処理される Lync コールは、構成済みのいずれかの
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
てパケットをミーティング サーバに正しく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
サーバに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 を開き、以下
のコマンドを発行して、例のデータを独自の IP 情報で置き換えます。
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。
このルートを追加できないと、ミーティング サーバによって Lync Edge サーバに送信される
すべての STUN パケットは応答されないことになり、コールが失敗します。

6.7 Lync フェデレーション
ミーティング サーバは、Microsoft Lync とのフェデレーションをサポートします。これによ
り、ミーティング サーバからすべての Lync ドメインに（またその逆向きに）コールを行うこ
とができます。
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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. ミーティング サーバの 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. ミーティング サーバの 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. 証明書と証明書バンドルを、以下に従うミーティング サーバ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 Front End 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、およびミーティング サーバと 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 の証明書ガイドライン [英語] の
導入部を参照してください。
d. 「付録 B」で言及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。
ミーティング サーバからの発信コール用：
1. 発信ダイヤル ルールを作成し、[Domain] フィールドと [SIP proxy] フィールドはブランクの
ままにして、[Trunk type] には「Lync」を設定します。[Local contact domain] フィールド
と [Local from domain] フィールドも適切に設定します。

6.8 スケジュールされた Lync 会議への直接および IVR での参加
Lync 導入環境の前提条件：この機能を使用するには、電話ダイヤル イン機能が事前に有効に
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 Front End サーバが構成されている必要があります。
注：Lync 導入が外部 Lync や Skype for Business クライアントをサポートしなくても、オン
プレミスの Lync Front End サーバは、設定する必要があります。
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ミーティング サーバは、WebRTC、SIP、または Cisco Meeting App からの、スケジュール済
みの Lync 会議へのコールをサポートします（コールの参加には Lync コール ID を使用しま
す）。この機能では、ミーティング サーバで会議をルックアップするように 1 つ以上の Lync
Front End サーバを設定する必要があります。1 つのサーバの構成は、Web Admin インター
フェイスで [Configuration] > [General] と進み、[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）。この方法の手順については、「Lync Edge を使用するミー
ティング サーバの設定」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：ミーティング サーバは、Lync 会議解決のために、発信ルールではなく、
_sipinternaltls._tcp.lync-domain の Lync 会議 ID と 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 をセットアップします。
DNS SRV レコードを使用しない場合には、ミーティング サーバ上で、コマンド dns app
add rr <DNS RR> を実行して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 のコマンドライン リファレンス [英語] を参照してください。単一統合型
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 Front End サーバを構成し、以下の表 2 のタスク シーケンスに従います。
表 2：Lync Front End サーバの構成タスク シーケンス
Sequence

タスク

Web Admin 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 Admin 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。

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。

[IVR] セクションで [Configuration] >
[General] と移動し、[Joining
scheduled Lync conferences by ID]
を「allowed」に設定します。

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

[Configuration] > [Incoming calls]
と進み、1 つ以上の構成済みコー
ル マッチング ドメインに対し
て、[Targets Lync] を「yes」に設
定します。

着信ダイヤル プラン
ルールに対して
resolveToLync
Conferences を
true に設定します。

2

標準 SIP システムから Lync の会議 ID
へのダイヤル直通を許可します。注：
設定済みのドメインを拡張して Lync
会議アクセスを許可するか、この目的
で新しいドメインを作成するか選択で
きます。

3

Web Bridge コール参加インターフェイ Web Admin インターフェイスから API から Web Bridge
スで Lync 会議 ID を入力できるように Web Bridge をセットアップ済みの をセットアップ済みの
場合は、以下のようにします。
場合は、以下のように
する。
します。
[Web bridge settings] セクション
で [Configuration] > [General] と
Web Bridge 上で、
resolveLync
進み、[Joining scheduled Lync
conferences by ID] を「allowed」 ConferenceIds を true
に設定します。
に設定します。
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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 Front End 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のテキストは、ユーザがミーティング
サーバ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、上記の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 のマニュアル https://technet.microsoft.com/enus/library/gg398638.aspx を参照してください。
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7 Web Admin インターフェイスからの XMPP 設定
このセクションでは、Call Bridge が XMPP サーバと通信するための設定を行う方法を説明し
ます。
注：WebRTC アプリケーションを含む Cisco Meeting App を使用していなければ、この章を
スキップします。

7.1 XMPP サーバの接続
図 13 および表 3 は、ネイティブ Cisco Meeting App 接続に使用されるポートを示しています。
図 13：ネイティブ Cisco Meeting App のポートの使用

表 3：ネイティブ Cisco Meeting App 接続に必要なポート

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

XMPP サーバ

内部または外部の
ネイティブ Cisco
Meeting App

5222

TCP

着信

XMPP サーバ

外部のネイティブ 3478（注 1）
Cisco Meeting App

UDP（STUN）

着信

Call Bridge

内部のネイティブ 32768 ～ 65535
Cisco Meeting App

UDP
（STUN RTP）

着信

Call Bridge

内部のネイティブ 1024 ～ 65535
Cisco Meeting App （注 2）

UDP
（STUN RTP）

発信

TURN サーバ

外部のネイティブ 32768 ～ 65535
Cisco Meeting App （注 3）

Media UDP
（STUN RTP）

着信
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内部および外部両方
のネイティブ Cisco
Meeting App 用

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

コンポーネント

接続先

TURN サーバ

外部のネイティブ 32768 ～ 65535
Cisco Meeting App （注 3）

Call Bridge

XMPP サーバ

すべてのブリッジ

TURN サーバ

32768 ～ 65535
（注 3）

Media UDP
（STUN RTP）

着信および
発信

Call Bridge

TURN サーバ

32768 ～ 65535
（注 3）

Media TCP
（RTP）

着信および
発信

Call Bridge

TURN サーバ

3478（注 1）

UDP（STUN）

着信

Media TCP
（RTP）

着信
ミーティング サーバ
内部向け。オープン
ポートは不要

（注）
1) メディア ポート（32768 ～ 65535）が開いていない場合、ポート 3478 が使用されます。
2) 正確な範囲は遠端によって決まります。
3) 範囲は 32768 ～ 65535 である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。

7.2 XMPP の設定
次の手順を順番に行ってください。
1. XMPP サーバのセキュリティ証明書をインストールしたことを確認します。
2. MMP を使用して XMPP サーバを設定していることを確認します。
3. 仮想ホストを使用している場合は、ライセンス キー ファイルをアップロードしたことを確
認します。
4. Web Admin インターフェイスにログインし、XMPP サーバを次のように設定します。
a. [Configuration] > [General] に移動します。

Cisco Meeting Server リリース 2.1：単一統合型ミーディング サーバ導入

b. [XMPP Server Settings] セクションのフィールドを設定します。


[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



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

example.com


[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
注：DNS を使用して XMPP サーバを探す場合、サーバ アドレスを設定する必要は
ありません。


[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）。

c. このページ下部にある [Submit] を選択して、設定を保存します。
5. [Status] > [General] に移動し、サーバ接続を確認します。
[XMPP Connection] フィールドに次のような詳細が表示されます。

6. PC に、Cisco Meeting App ソフトウェアをシスコ Web サイトからダウンロードし、イン
ストールします。
7. 新しく作成されたユーザ アカウントを使用して、Cisco Meeting App にログインします。そ
の後、期待どおりに発信できることを確認します。
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7.3 クライアント ベースのスペースの作成と編集
PC アプリケーション ユーザはスペースを作成できます。これらのスペースにはデフォルトで
URI と ID があり、SIP エンドポイントから簡単にダイヤルできます。SIP ダイヤルイン URI は
自動的に作成されます。ただし優先 SIP URI を入力できます。入力した場合、ミーティング
サーバはこれが単一サーバ導入であることを仮定して、ドメインの一意の URI であることを自
動的に確認します。つまり、ユーザはスペースを作成し、その他のユーザが参加できるように
SIP URI を電子メールで送信できることを意味します。このため、簡単に SIP エンドポイントを
スペースに導入できます。
スペースの作成と、スペースを使用してゲストとその他のメンバーを会議に招待する方法につ
いては、Cisco Meeting App のユーザガイドを参照してください。
注：スペースは、ミーティング サーバ API を使用して（API リファレンス ガイドを参照）、
または Web Admin インターフェイスの [Configuration] > [Spaces] ページを使用して作成でき
ます。
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8 Web Admin インターフェイスからの Web Bridge
設定
このセクションでは、Call Bridge が Web Bridge サーバと通信するための設定を行う方法を説
明します。これにより、WebRTC ビデオ通話や会議を使用できます。
WebRTC アプリケーションをテストする場合は、最初のミーティング サーバ設定が完了した後
の任意の時点で、セクション 8.2 に示す順序で手順に従ってください。WebRTC アプリケー
ションを使用しない場合は、この章をスキップしてください。

8.1 Web Bridge の接続
表 4 は、WebRTC アプリケーション接続に使用されるポートを示しています。セクション
8.1.1 では、WebRTC アプリケーションとミーティング サーバのコンポーネントと間のコール
フローについて説明します。
図 14：WebRTC クライアントのポート使用
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表 4：WebRTC アプリケーション接続に必要なポート
コンポーネ
ントを基準
にしたトラ
トラフィック フィックの
タイプ
方向

その他の情報

コンポーネント 接続先

開く宛先ポート

Web Bridge

WebRTC アプリ
ケーション

443（注 1）

TCP
（HTTPS）

着信

Web Bridge

WebRTC アプリ
ケーション

80

TCP
（HTTP）

着信

TURN サーバ

WebRTC アプリ
ケーション

32768 ～
65535（注 4）

Media UDP
（STUN
RTP）

着信

TURN サーバ

WebRTC アプリ
ケーション

32768 ～
65535（注 4）

Media TCP
（RTP）

着信

TURN サーバ

WebRTC アプリ
ケーション

3478（注 3）

Media UDP
（STUN
RTP）

着信

TURN サーバ

WebRTC アプリ
ケーション

443（注 1 およ
び 3）

Media TCP
（RTP）

着信

Call Bridge

Web Bridge

ミーティング サーバ内部向
け。オープン ポートは不要

XMPP サーバ

Web Bridge

ミーティング サーバ内部向
け。オープン ポートは不要

Call Bridge

TURN サーバ

32768 ～
65535（注 4）

Media UDP
（STUN
RTP）

着信および
発信

Call Bridge

TURN サーバ

32768 ～
65535（注 4）

Media TCP
（RTP）

着信および
発信

（注）
1) Web Bridge と TURN サーバの両方をポート 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。
2) 443 とは異なるポート（たとえば 447）を使用するように TURN TLS を設定した場合（セクション 3.7 を参
照）、そのポートが使用されます。
3) メディア ポート（32768 ～ 65535）が開いていない場合、ポート 3478 が使用されます。ポート 3478 が開いて
いない場合、TURN TLS 用のポートが設定されている場合はそのポートが使用されます。
4) TURN サーバと外部クライアントの間のポート範囲は 32768 ～ 65535 である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。
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8.1.1 Web Bridge のコール フロー
1. PC の Web ブラウザは、Web Bridge に対する HTTPS 接続を開きます。
2. ユーザは、[Join Call]（手順 3 を参照）か [Sign In]（手順 4 を参照）を求められます。
3. [Join Call] が選択された場合、ユーザはコール ID とパスコード（必要な場合）の入力を求め
られます。
a. Web Bridge は Call Bridge に対して、コール ID およびパスコードの検証をクエリし
ます。
b. 成功した場合、ユーザはコールに表示される名前の入力を求められます
c. これらの手順を完了して [Join Call] をクリックすると、WebRTC アプリケーションは
ポート 443 で http メッセージを Web Bridge に送信します。Web Bridge は、ポート
443 で Call Bridge からの一時的なクレデンシャルを要求します。
d. その後、Web Bridge は前述の一時的なクレデンシャルを使用して ポート 5222 で
XMPP サーバに接続し、Call Bridge はクレデンシャルを検証します。
e. Call Bridge は、このコールに使用する TURN サーバからの割り当てを UDP 3478 で
要求します。
f. WebRTC アプリケーションは、このコールに使用する TURN サーバからの割り当てを
UDP 3478（または TCP 443）で要求します。
g. WebRTC アプリケーションから TURN サーバに UDP STUN パケットが正常に送信さ
れた場合、WebRTC アプリケーションは 32768 ～ 65535 のメディア ポート範囲で
TURN サーバからメディアを送信します。
h. UDP STUN メッセージが成功しなかった場合、WebRTC アプリケーションはフォール
バックし、TCP ポート 443 で TURN サーバにメッセージを送信します。
i. TCP 接続が成功した場合、メディアは TCP ポート 443 で TURN サーバにも送信され
ます。
j. TURN サーバは、この WebRTC メディアを Call Bridge にリレーします。WebRTC ア
プリケーションから TCP として受信した場合は、UDP に変換されます。
4. [Sign In] が選択された場合、ユーザはユーザ名とパスワードを入力するように求められます。
a. Web Bridge は、[Username] フィールドに入力したドメインについて _xmppclient._tcp の SRV レコードを DNS ルックアップします。
b. Web Bridge は DNS ルックアップで返された XMPP サーバに接続し、検証のためにク
レデンシャルを指定されたとおりに送信します。
c. ログインが成功した場合、ユーザは WebRTC アプリケーションにログインし、PC の
XMPP アプリケーションに似たクライアント ビューが表示されます。
d. 新しいコールまたは会議への参加時に、アプリケーションは次のように接続します。
e. Web Bridge は、XMPP 上でのコール要求を Call Bridge にシグナリングします。
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f. Call Bridge は TURN サーバに対する接続を開き、このコールに使用するポートの割り
当てを UDP 3478 で要求します。
g. TURN の割り当てが成功すると、Call Bridge は コールに応答し、使用するアドレスと
ポートを WebRTC アプリケーションにリレーするように Web Bridge に送り返します。
h. WebRTC アプリケーションは、このコールに使用する TURN サーバからの割り当てを
UDP 3478（または TCP 443）で要求します。
i. UDP メッセージが成功した場合、WebRTC アプリケーションは 32768 ～ 65535 の
メディア ポート範囲で Call Bridge からリレーされたポートを使用して、メッセージ
を送信します。
j. UDP メッセージが成功しなかった場合、WebRTC アプリケーションはフォールバック
し、TCP ポート 443 で TURN サーバにメッセージを送信します。
k. TCP 接続が成功した場合、メディアは TCP ポート 443 で TURN サーバにも送信され
ます。
l. TURN サーバは、この WebRTC メディアを Call Bridge にリレーします。WebRTC ア
プリケーションから TCP として受信した場合は、UDP に変換されます。

8.2 Web Bridge の設定
次の手順を順番に行ってください。
1. Web Bridge 証明書をインストールしていることを確認します。
注：ブランディングに使用する場合は、ライセンス キーをサーバに適用する必要があります。
2. Web Bridge を設定していることを確認します。
3. Web Admin インターフェイスにサインインし、ミーティング サーバを次のように設定し
ます。
a. [Configuration] > [General] に移動します。
b. 次のように設定します。




[Guest account client URI]：ゲスト アカウントに到達する URI。「https://」を含め
る必要があります（たとえば https://join.example.com）。
[Guest account JID domain]：ゲスト アカウントの JID（たとえば example.com）。
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[Guest access via ID and passcode]：この設定を「secure」から「legacy」に変更
した場合、ゲスト サインインのセキュリティが低下します。legacy モードでは、
[Join] ボタンを選択する前に ID とパスコードの両方を入力するように要求するので
はなく、ゲストがコール ID を入力し、コール ID がスペースと一致した場合は続けて
パスコードを入力できます。
[Guest access via hyperlinks]：ゲストは、ミーティングの招待に含まれるハイパーリ
ンクをクリックすると、スペースに参加できます。allowed に設定されると、秘密鍵
と ID を含むリンクは、ただちにパスコード保護された会議に解決されます。秘密を
複雑にすることで、ブルートフォース アタックを防ぎます。not allowed に設定され
ると、ゲスト ユーザは、会議の検索が実行される前に、詳細（スペースのパスコード
など）の入力が必要になることがあります。
[User sign in]：「allowed」に設定されると、登録ユーザやゲストは、WebRTC アプ
リケーションを使用してスペースに参加できます。not allowed に設定されると、登
録ユーザは WebRTC アプリケーションでサインインできません。
[Joining scheduled Lync conferences by ID]：「allowed」に設定されると、
WebRTC アプリケーションは、WebRTC ランディング ページから Lync 会議 ID を
入力することで、スケジュールされた Lync 会議に参加できます。

4. Web ブラウザを開き、ゲスト アカウント クライアント用の URI（たとえば
https://join.example.com）に移動し、設定をテストします。
Web リンクを選択しているゲスト ユーザにはランディング ページが表示され、コール用に
セットアップされている場合は、[Join call] をクリックしてから、コール ID とパスコードを
入力します。

Cisco Meeting Server リリース 2.1：単一統合型ミーディング サーバ導入

ユーザのサインインが Web Admin で許可されている場合は、ネイティブ Cisco Meeting
App へのアクセス権を持たないがアカウントは持っている Cisco Meeting App ユーザは、
[Sign in] をクリックしてから、ユーザ名とパスワードを入力することができます。サインイ
ンするとスペースが表示され、会議に参加したり参加者を会議に招待したりといったすべて
の操作を WebRTC アプリケーションから実行できます。
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9 Web Admin インターフェイスからの TURN サー
バ設定
このセクションでは、Call Bridge が TURN サーバと通信するための設定を行う方法を説明しま
す。TURN サーバを使用すると、ファイアウォールまたは NAT をトラバースするときに組み込
みのファイアウォール トラバーサル技術を使用できます。SIP および Lync コールのローカルの
ファイアウォールのコール トラバーサルのための SIP Edge ベータ機能の詳細については、第
10 章を参照してください。
最初のミーティング サーバ設定が完了した後の任意の時点で、セクション 9.2 に示す順序で手
順に従ってください。

9.1 TURN サーバの接続
TURN サーバは、UDP 接続と TCP 接続の両方をポート 443 および 3478 の両方でリッスンし
ます。バージョン 2.0.4 から、TURN サーバは、デフォルトではループバック インターフェイ
スのポート 443 でリッスンしなくなり、Call Bridge は、これまでのリリースの TCP ポート
443 ではなく、TCP ポート 3478 を使用して TURN サーバに接続しようとします。
図 15 および表 5 は、TURN サーバが使用するポートを示しています。
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図 15：TURN サーバが使用するポート

表 5：TURN サーバ接続に必要なポート
コンポーネント 接続先

開く宛先ポート

トラフィック コンポーネントを基準に
タイプ
したトラフィックの方向

TURN サーバ

Call Bridge とリ 32768 ～ 65535
モート デバイス （注 2）
（注 1）

Media TCP
（RTP）

着信および発信

TURN サーバ

Call Bridge とリ 32768 ～ 65535 Media UDP
モート デバイス （注 2 および 3） （STUN
RTP）

着信および発信

TURN サーバ

Call Bridge とリ 3478（注 3）
モート デバイス

UDP（STUN） 着信

TURN サーバ

Call Bridge とリ 3478（注 3）
モート デバイス

TCP（STUN） 着信
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その他の情報

通常、リモート
デバイスでは使用
されず、外部の
ファイアウォール
で開く必要はあり
ません。

コンポーネント 接続先

開く宛先ポート

トラフィック コンポーネントを基準に
タイプ
したトラフィックの方向

TURN サーバ

Call Bridge とリ 443（注 3、4、
モート デバイス 5 を参照）

UDP（STUN） 着信

TURN サーバ

Call Bridge とリ 443（注 3、4、
モート デバイス 5 を参照）

TCP（STUN）

その他の情報
通常、リモート
デバイスでは使用
されず、外部の
ファイアウォール
で開く必要はあり
ません。

（注）
1) リモート デバイス（Cisco Meeting App、WebRTC クライアント、および SIP エンドポイントまたは音声制御）
2) 範囲は 32768 ～ 65535 である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。
3) メディア ポート（32768 ～ 65535）が開かれていない場合は、TURN サーバに接続するために使用された
TCP/UDP ポート 3478/443 がメディアのリレーに使用されます
4) UDP/TCP ポート /443 は変更できます。MMP コマンド turn tls <port> を使用して、TURN サーバがリッス
ンする UDP/TCP ポートを変更します。
5) 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のある他のサービスとのポートの競合を避けるためです。

9.2 TURN サーバ設定
次の手順を順番に行ってください。
1. TURN サーバを設定していることを確認します。
2. Web Admin インターフェイスにログインし、ミーティング サーバを次のように設定します。
a. [Configuration] > [General] に移動します。
b. 次の設定を行います。




[TURN Server Address (Server)] = 内部コール制御のファイアウォール トラバーサル
を回避するために Call Bridge が使用する内部サーバの IP アドレス。
[TURN Server Address (Clients)] = TURN サーバにアクセスするために外部クライア
ントが使用する、TURN サーバに割り当てられたパブリック IP アドレス。これは、セ
クション 3.7 で TURN サーバを設定したときに入力した IP アドレスです。
（注）
たとえば、TURN サーバのインターフェイスが IP アドレス XX.XX.XX.XX 上にあり、
外部 IP アドレス YY.YY.YY.YY に NAT 処理される場合、[TURN Server Address
(Server)] として XX.XX.XX.XX を、[TURN Server Address (Client)] として
YY.YY.YY.YY を入力してください。インターフェイスが外部 IP 上にある場合、クラ
イアント アドレスを入力する必要はありません。
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DNS 名が適切な IP アドレスに解決される場合は、両方のフィールドに IP アドレス
ではなく DNS 名を入力できます。
パブリック IP アドレスを使用する場合は、[TURN Server Address (Clients)] アドレ
スはブランクのままにし、[TURN Server Address (Server)] は使用されているパブ
リック IP アドレスまたは DNS 名にします。


[Username] および [Password] = 自分の情報
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10 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
時点でベータ機能となります。
ミーティング サーバは 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、ミーティング サーバ内の 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 エッ
ジ 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 デバイスは不要です。
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：この機能では、リモート SIP デバイスが TURN サーバを認識できると仮定しています。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 16 は、DMZ ネットワーク内にある TURN サーバおよび SIP エッジ 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。SIP エッジ コンポーネントは、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 16 の下にある表は、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。
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図 16：SIP エッジ コンポーネント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

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 6 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 6：SIP/Lync コール トラバーサル用に開くポート

Link
1

コンポーネ
ント

接続先

Edge サーバ Call Bridge
（プライベー
ト インター
フェイス）

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

任意の未
使用ポー
ト（例：
3061）

SIP、TLS

Call Bridge からの着信

Yes

2

Edge サーバ リモート SIP 5061
（注 1）
（パブリッ デバイス
ク インター
フェイス）

SIP TLS（注 2）

着信/発信

Yes

3

Call Bridge

TURN サーバ 32768 ～
65535

Media UDP
（STUN、RTP）

着信/発信

No

3

Call Bridge

TURN サーバ 32768 ～
65535

Media TCP
（RDP）

着信/発信

No
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Link

コンポーネ
ント

接続先

3

Call Bridge

3

Call Bridge

4

4

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

TURN サーバ 3478

Media UDP

着信

いいえ。ミー
ティング サー
バ内部

TURN サーバ 3478

Media TCP

着信

はい。注 4 を
参照。ミー
ティング サー
バ内部

TURN サーバ リモート SIP 32768 ～
65535
デバイス

Media UDP
（STUN、RTP）

着信/発信

No

TURN サーバ リモート SIP 32768 ～
65535
デバイス

Media TCP
（RDP）

着信/発信

No

3、4 TURN サーバ リモート SIP 3478
デバイス

UDP

着信/発信

Yes

3、4 TURN サーバ リモート SIP 443
（注 3）
デバイス

TCP

着信/発信

Yes

設定可能

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> を使用して、TURN サーバが Call Bridge とアプリケーション両方の接続
をリッスンする TCP ポートを変更します。

10.1 SIP/Lync コール トラバーサルの設定
1. Edge サーバで SIP エッジを設定します。
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。単一統合型の導入
では、SIP エッジは、ローカル インターフェイスをリッスンする必要があります。
sipedge private <local interface>:port
例：sipedge private lo: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 エッジは、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。
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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 エッジ証明書は、パブリック CA によって署名され、サードパーティ 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、証明書のガイドライン [英語] を参照してください。
e. SIP エッジを有効にします。
sipedge enable
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 エッジに対して 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 や Lync 用の SIP エッジを指すように 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。
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4. 第 9 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 Admin 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。

下の表 7 は、SIP エッジ サーバを介してミーティング サーバからリモート SIP デバイスへの発
信コールを確立するためのコール フローを示しています。
表 7：SIP エッジを介したミーティング サーバからリモート SIP デバイスへのコール フロー
図 16 および 図 12 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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11 会議の録画
11.1 会議の録画
ミーティング サーバのレコーダー コンポーネントにより、会議を録画したり、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 ストレージに保存したりできるように
なりました。
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ミーティング サーバに
ホストします（図 17 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推奨される導入環境は、少なくとも 4 つの物理コアと 4GB を搭
載した専用 VM で実行することです。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 8：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。



ホストをミーティング サーバ 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「L2」/Intel® Nehalem 世代（以前の Intel® Xeon
Core™ i7）
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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、さまざまなビット レートを使用するため、正確にはどれくらいのストレージが
録画で使用されるかを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 時間あたり 300MB ～ 800MB の間でした。予算策定の観点からは、1 時間あたり
1GB を想定すれば安全です。
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。
図 17：録画に許可される導入環境：リモート モード
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レコーダーは、冗長構成もサポートします（図 18 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。
図 18：録画に許可される導入環境：複数のレコーダー

テスト目的では、レコーダーを Call Bridge と同じサーバに配置することができます。この場合
は、1 ～ 2 つの同時録画をサポートできます。
注：単一統合型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。
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図 19：テストに許可される導入環境：ローカル モード

11.2 レコーダーの設定手順の概要






MMP コマンドを使用して、ミーティング サーバ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。詳しい MMP コマンドは、
MMP コマンド ライン リファレンス ガイド [英語] 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。
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。
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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：詳しい API オブジェクトは、Cisco Meeting Server の API リファレンス ガイド [英
語] 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。

11.3 録画展開の例
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/enus/kb/2485529 [英語]）。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
るミーティング サーバで XMPP サーバを有効にする必要があります。
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、その後、内部 CA 署名付き証明書の証明書
ガイドラインで説明した手順を実行します。
2. レコーダーをホストするミーティング サーバの MMP に対して SSH を実行します。
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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。例：
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 の証明書をレコーダーの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 NFS 上の録画を保存する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 を認証しません。
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
9. レコーダーの DNS A レコードを作成し、レコーダーにリッスンさせるイーサネット 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。
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10. Call Bridge をホストするミーティング サーバの API を使用して、Call Bridge がレコーダー
と通信するように設定します。
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）にする必要があります。
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

11.4 レコーダーのライセンス
11.4.1 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には 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の説明は、シスコのセールス
担当者にお問い合わせください。
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12 会議のストリーミング
ストリーマ コンポーネントにより、スペースに設定された URI に、スペースで行われている会
議をストリーミングする機能が追加されます。
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。外部
ストリーミング サーバは、この設定により、ユーザにライブ ストリーミングを提供したり、後
で再生するためにライブ ストリームを記録したりできます。
注：複数の標準ベースのストリーミング サーバがストリーマとして動作するとされています
が、シスコは、外部のストリーミング サーバとして VBrick のみをサポートします。
ストリーマは、全体のビットレートを 2Mbps にした RTMP を使用して外部サーバに接続しま
す。ビデオは 720p30 の H.264 を使用してエンコードされますが、音声は 64kbps AAC-LC で
す。ストリーマと外部のストリーミング サーバの間のすべてのトラフィックは、暗号化されま
せん。
ストリーマは、Call Bridge をホストするサーバとは別のミーティング サーバ インスタンスでホ
ストされます（図 20 を参照）。ストリーマが 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。
ストリーマの実稼働での使用に推奨される導入環境は、別の VM で実行することです。この VM
のサイズは、6 同時ストリームあたり 1 vCPU およびメモリ 1GB、最小 4 vCPU、最大
32vCPU である必要があります。
注：このような VM の仕様が現在評価されていて、サイズは小さくなっていくと予想されます。
VM の仕様の詳細については、仮想化環境におけるユニファイド コミュニケーション – シスコ
（www.cisco.com/go/uc-virtualized）と、Cisco Meeting Server のロード バランシングに関す
るシスコのホワイト ペーパー [英語] 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、ストリーマを Call Bridge と
同じ物理的な場所に展開することをお勧めします。Call Bridge とストリーマの間にネットワー
ク接続の問題がある場合は、生成される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部にある場合は、ファイアウォールの
ポートを開く必要が生じることがあります。
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図 20：ストリーミングに許可される導入環境：リモート モード

ストリーマは冗長構成もサポートします。図 21、図 22、図 23、および図 24 を参照してくだ
さい。複数のストリーマを使用する場合は、ソリューションが利用できるストリーミング デバ
イス間で負荷を分散します。特定の Call Bridge に対して特定のストリーマを使用するよう制限
するには、バージョン 2.1 で導入された Call Bridge のグループ機能を使用します。
図 21：ストリーミングに許可される導入環境：複数のストリーマ
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図 22：ストリーミングに許可される導入環境：Call Bridge クラスタ

導入に複数の Call Bridge と複数のストリーマがある場合は、各ストリーマで
/streamers/<streamer id> に PUT する API を使用して callBridgeGroup パラメータと
callBridge パラメータを設定していない限り（図 24 参照）、各 Call Bridge がすべてのスト
リーマを使用します（図 23 参照）。
図 23：ストリーミングに許可される導入環境：複数のストリーマを含み Call Bridge グループはセット
アップされていない Call Bridge クラスタ
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図 24：ストリーミングに許可される導入環境：複数のストリーマを含み Call Bridge グループがセット
アップされている Call Bridge クラスタ

テスト目的では、ストリーマを Call Bridge と同じサーバに配置することができます。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：単一統合型導入モードで使用する Acano X シリーズ サーバは、ストリーマのテスト目的
でのみ使用してください。実稼働ネットワークでストリーマをホストするために使用しないで
ください。

12.0.1 ストリーマの設定手順の概要
MMP コマンドを使用して、ミーティング サーバでストリーマを有効にし、導入内でストリーマ
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。




このストリーマ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、または
/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> の新
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。
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できません。
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/callLegProfiles の 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する各スペースで、/coSpaces にストリーミングの接続先 URL を
指定する streamURL パラメータを 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。

12.0.2 ストリーミング展開の例
注：ストリーマは、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
るミーティング サーバで XMPP サーバを有効にする必要があります。
この例では、ストリーマを 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. ストリーマ用の証明書および秘密キーを作成し、その後、内部 CA 署名付き証明書の証明書
ガイドラインで説明した手順を実行します。
2. ストリーマをホストするミーティング サーバの MMP に対して SSH を実行します。
3. 次のコマンドで、指定したインターフェイスをストリーマがリッスンするように構成します。
streamer listen <interface[:port] whitelist>
ストリーマは、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 ストリーマを使用するには、ストリーマがループバック インターフェイス
lo:8443 でリッスンする必要があります。例：
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>]
5. 次のコマンドを使用して Call Bridge の証明書をストリーマの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、ストリーマの詳細をリストします。例：
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
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7. ストリーマを有効化します。
streamer enable
8. ストリーマの DNS A レコードを作成し、ストリーマにリッスンさせるイーサネット 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 をホストするミーティング サーバの API を使用して、Call Bridge がストリーマ
と通信するように設定します。
a. このストリーマ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、または
/streamers/<streamer id> オブジェクトに対して PUT します。
注：ローカル ストリーマを使用する場合、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）にする必要があります。
b. ストリーミングが開始された場合のストリーミングの宛先を指定する streamUrl を
/coSpaces に POST するか、/coSpaces/<coSpace id> に 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> の 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 の streamingControlAllowed パラメータを使用します。
e. ユーザがストリーミングする各スペースで、/coSpaces にストリーミングの接続先
URL を指定する streamURL パラメータを POST または PUT します。
注：ストリーミング サービスの中には、ユーザ名とパスワードを必要とするものや、
一意のストリーム キーを提供するものがあります。たとえば、vBrick の場合：
streamUrl=rtmp://<username>:<password>@<vbrick
IP/FQDN>/live/PullStream1
YouTube の場合：
streamUrl=rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/<stream key>
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。

12.0.3 ストリーマのライセンス
ストリーマをホストするサーバではなく、Call Bridge をホストするミーティング サーバにロー
ドするストリーミング用のライセンスが 1 つ以上必要です。1 ‘録画’ ライセンスで 1 同時スト
リーミングまたは 1 録画がサポートされます。既存の録画ライセンスでストリーミングが許可
されます。バージョン 2.1 から、1 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。ライセンスの要件について確認するには、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。
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13 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もミーティング サーバで
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 のコマンド リファレンス ガイド [英語] にも記載され
ています。

13.1 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。
ミーティング サーバは、CAC を使用した SSH および Web Admin 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、下の表 9 に示す MMP コマンドを
使用します。
表 9：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。

13.2 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。

Cisco Meeting Server リリース 2.1：単一統合型ミーディング サーバ導入

13.3 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。
表 10：FIPS を設定するための MMP コマンド
MMP コマンド

説明

fips
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
enable|disable
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。

13.4 TLS 証明書の確認
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 11：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。

13.5 ユーザの制御
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。
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13.6 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。
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 のコマンド リファレンス [英
語] を参照してください。
注意：ファイアウォールを設定するときはシリアル 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
ります。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 Admin イン
ターフェイスの allow ssh rule が作成されていることを確認します。

13.7 DSCP
ミーティング サーバ上のさまざまなトラフィック タイプに対して DSCP タグを有効にできます
（MMP のコマンド リファレンス [英語] 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. [Configuration] > [Call Settings] に移動し、DSCP モード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 タギングはミーティング サーバからのみ送信されるすべてのパケットが対象になり
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。
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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 サーバをクエリする代わりに、カスタム リソース
レコード（RR）で返す内容を設定できます（クライアントは RR を利用できません）。詳細に
ついては、MMP のコマンド リファレンス [英語] を参照してください。
注：以下のレコードを定義する前に、どのミーティング サーバにも 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 12：導入に必要な DNS レコード
タイプ

例

解決先

説明

SRV（*） _xmpp-client._
tcp.example.com

クライアントがログインに使用します。SRV レコー
以下の A レコード
xmpp.example.com。 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。
通常、このポートは
5222 です。

SRV（*） _xmpp-server._
tcp.example.com

以下の A レコード
XMPP サーバ間のフェデレーションに使用します。
xmpp.example.com。 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。
通常、このポートは
5269 です。

A

xmpp.example.com

XMPP サーバの IP ア クライアントがログインに使用します。
ドレス

A / AAAA join.example.com

Web Bridge の IP ア
ドレス。

このレコードは、ミーティング サーバが直接使用し
ません。ただし、ブラウザに入力するために Web
Bridge に解決される FQDN 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 uk.example.com

Call Bridge の IP ア
ドレス。

Call Bridge に接続するために Lync FE サーバが使用
します。

A / AAAA ukadmin.example.com

Web Admin イン
このレコードは管理目的でのみ使用します（システ
ターフェイスの IP ア ム管理者が MMP インターフェイスごとに FQDN を
ドレス
設定する場合）。

SRV（*） _sipinternaltls._
tcp.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。ミーティ
ング サーバが Lync 会議 ID で Lync 会議を解決する
よう設定する場合も、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。

SRV（*） _sipfederationtls._
tcp.domain.com

Call Bridge の
FQDN。

このレコードは Lync フェデレーションに必要です。
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タイプ

例

解決先

説明

A

callbridge.example.com

Call Bridge の IP ア
ドレス。

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、Lync フェ
デレーションで必要です。

（*）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

次の図は、単一統合型サーバ導入におけるミーティング サーバへの接続およびファイアウォー
ルの場所を示しています。開くポートを特定するには、以下の表を使用します。
図 25：単一統合型サーバ導入で開く必要があるポート

（注）
1) 上の図は、外部ポートでリッスンする XMPP サーバを示しています。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 エッジ コンポーネントは、ベータ機能です。
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B.1 ミーティング サーバの設定
表 13 は、ミーティング サーバを設定するために使用するポートを示しています。
表 13：ミーティング サーバの管理ポート

方式

ミーティング サー
トラフィッ バを基準にしたト
ク タイプ
ラフィックの方向 その他の情報

コード

接続先

開く宛先
ポート

E

MMP

22

SSH

TCP

着信

MMP へのセキュア ログイン

F

API または
Web Admin

80

HTTP

TCP

着信

MMP 経由でポートを構成可能

G

API または
Web Admin

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 14 を使用して、Cisco Meeting App にさまざまなサービスを接続するために使用するポート
を特定します。
表 14：サービスに接続するために開くポート
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

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

A

MMP

NTP サーバ

123

TCP または
UDP

発信

B

MMP

Syslog サーバ

514

TCP

発信

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

D

MMP/Call
DNS サーバ
Bridge/Web
Bridge

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。

TCP

発信

Web Admin 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。

Call Bridge

CDR 受信デバ
イス

53
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デフォルト ポート（MMP 経由
で別のポートを構成可能）

B.3 ミーティング サーバ コンポーネントの使用
表 15 を使用して、Cisco Meeting App のコンポーネントに接続するために使用するポートを特
定します。
表 15：コンポーネントを使用するためにミーティング サーバで開くポート

コンポーネ
コード 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 TCP
（H.225）
プの場合は
H.323 ゲート
キーパー上の
ポート

発信

TCP
（H.245）

着信

ネクスト ホッ TCP
（H.245）
プの場合は
H.323 ゲート
キーパー上の
ポート

発信

H

H.323 ゲー
トウェイ

H.323 ゲート
キーパー

1024 ～
65535
（注 1）

H

H.323 ゲー
トウェイ

H.323 ゲート
キーパー

32768 ～
65535
（注 2）

I1

Call Bridge

レコーダー

8443

I

レコーダー

ネットワーク
ファイル サー
バ（NFS）

J

Call Bridge

LDAP/LDAPS
（Active
Directory）

UDP
メディア

ポートを構成不可能

着信および
発信
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。
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。

389/636
（注 3）

TCP/TCP
発信
（SIP TLS）
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Web Admin インターフェイス
経由でポートを構成可能

コンポーネ
コード 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

K

Call Bridge

内部登録済み 5060
SIP エンドポイ
ントまたは音
声コール制御

SIP UDP

K

Call Bridge

内部登録済み 5060
SIP エンドポイ
ントまたは音
声コール制御

TCP（SIP） 着信および
発信

K

Call Bridge

内部登録済み 5061
SIP エンドポイ
ントまたは音
声コール制御

TCP（SIP
TLS）

K

Call Bridge

内部登録済み 32768 ～
SIP エンドポイ 65535
ントまたは音
声コール制御

UDP（STUN 着信
RTP、
BFCP）

L

Call Bridge

Lync クライア 32768 ～
65535
ント

UDP（STUN 着信
RTP）

L

Call Bridge

Lync クライア 1024 ～
65535
ント
（注 1）

UDP（STUN 発信
RTP）

L

Call Bridge

Lync クライア 32768 ～
65535
ント

TCP
（RDP）

着信

L

Call Bridge

Lync クライア 1024 ～
65535
ント
（注 7）

TCP
（RDP）

発信

M

Call Bridge

Lync FE サー
バ

5061

TCP
着信および
（SIP TLS） 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 着信
RTP）

Call Bridge

XMPP サーバ

Call Bridge

内部のネイ
ティブ Cisco
Meeting App

Q

その他の情報

着信および
発信

着信および
発信

ミーティング サーバ内部向
け。オープン ポートは不要
32768 ～
65535

UDP（STUN 着信
RTP）
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コンポーネ
コード ント

コンポーネ
ントを基準
にしたトラ
フィックの
方向

接続先

開く宛先
ポート

トラフィッ
ク タイプ

内部のネイ
ティブ Cisco
Meeting App

1024 ～
65535（注
1）

UDP（STUN 発信
RTP）

5222

TCP

着信

Q

Call Bridge

R、S

XMPP サーバ 内部または外
部のネイティ
ブ Cisco
Meeting App

T、
U、
V、W

TURN サーバ Call Bridge と 32768 ～
リモート デバ 65535（注 2
イス
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 32768 ～
リモート デバ 65535（注 2
イス
および 4）

Media TCP
（STUN
RTP）

着信および
発信

T、
U、
V、W

TURN サーバ Call Bridge と 3478（注 4） UDP
（STUN）
リモート デバ
イス

着信

T、
U、
V、W

TURN サーバ Call Bridge と 3478（注 4） TCP
（STUN）
リモート デバ
イス

着信

T、
U、
V、W

TURN サーバ Call Bridge と 443（注 4、
リモート デバ 5、6）
イス

UDP
（STUN）

着信

T、
U、
V、W

TURN サーバ Call Bridge と 443（注 4、
リモート デバ 5、6）
イス

TCP
（STUN）

着信

X

Web Bridge

WebRTC クラ 80
イアント

TCP
（HTTP）

着信

X

Web Bridge

WebRTC クラ 443（注 6 お
イアント
よび 8）

TCP
（HTTPS）

着信

X1

Call Bridge

Web Bridge

TCP

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）

その他の情報

内部および外部両方のネイティ
ブ Cisco Meeting App 用

ミーティング サーバ内部向
け。オープン ポートは不要
着信および
発信
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MMP 経由でポートを構成可能

コンポーネ
コード ント

接続先

Y1

SIP Edge
サーバ（プ
ライベート
インター
フェイス）

Call Bridge

Call Bridge

データベース

開く宛先
ポート

トラフィッ
ク タイプ

任意の未使用
ポート（例：
3061）

TCP（SIP
TLS）

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

着信

MMP 経由でポートを構成可能

ミーティング サーバ内部向
け。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) 範囲は 32768 ～ 65535 である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。
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 Admin インター
フェイス経由でポートを構成可能です。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 サーバに接続するために使用された
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> を使用して、TURN サーバがリッスンする
2 番目の UDP/TCP ポートを変更します。
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の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異なります。
8) Web Bridge と TURN サーバの両方をポート 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 または TCP のサポートはありません。
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付録 C Lync Front End 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 Front End 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
頼されるミーティング サーバに証明書をインストールしたことを確認してください（証明書の
ガイドラインを参照）。

C.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
トをミーティング サーバに追加します。
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 はミーティング サーバの FQDN に置き換え



fqdn.lyncserver.com は Lync FE サーバまたはプールの FQDN に置き換え

New-CsTrustedApplication -ApplicationId meetingserver-applicationTrustedApplicationPoolFqdn fqdn.meetingserver.com -Port 5061
次のように置き換えます。


meetingserver-application は選択した名前に置き換え



fqdn.meetingserver.com はミーティング サーバの FQDN に置き換え

$x=New-CsStaticRoute -TLSRoute -Destination
"fqdn.meetingserver.com" -MatchUri "something.com" -Port 5061 UseDefaultCertificate $true
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次のように置き換えます。



fqdn.meetingserver.com はミーティング サーバの FQDN に置き換え
something.com は選択した URI に一致するものに置き換え（これがすべてのミーティン
グ サーバ 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。

C.2 ミーティング サーバの設定
1. Web Admin インターフェイスで [Configuration] > [Outbound Calls] に移動します。
2. 空白行の [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 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、
_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. [Local Contact Domain] で、ミーティング サーバの 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. [Local From Domain] で、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：[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 [Local Contact Domain] として入力したドメインになります。
6. [Trunk Type] で、[Lync] を選択します。
7. [Add New] を選択します。
完了すると、Lync 環境からミーティング サーバへ、およびミーティング サーバから Lync へ
コールできるようになります。
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付録 D LDAP フィールドのマッピングの詳細
このセクションでは、ミーティング サーバ用に設定する 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。
タグ付き照合は、<replacement format> 内で \x（x は 0 ～ 9 の数字）として参照で
きます。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
$mail|'/@test/@xmpp/'$
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。
Full name:
$cn$
JID:
$mail|'/@test/@xmpp/'$
space URI:
$mail|'/@.*//'$.space
space dial-in number: $ipPhone$
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付録 E

スタンバイ ミーティング サーバの使用

この付録の手順の適用先：


仮想化導入環境（Cisco Meeting Server 1000 を含む）



Acano X シリーズ サーバ

E.1 現在使用している設定のバックアップ
1. SSH ユーティリティ（OpenSSH や PuTTY など）を使用して、現在使用しているミーティ
ング サーバに対して SSH 接続を確立します。
2. 次のコマンドを発行します。
backup snapshot <name>
このバックアップでは、<name>.bak というファイルに IP アドレス、パスワード、および
証明書を含めます。servername_date という形式の名前（たとえば test_server_
2014_09_04）を使用することを推奨します。
バックアップの作成に成功すると、次のように返されます。
cms> backup snapshot test_server_2014_09_04.bak ready for download

3. SFTP クライアント（WinSCP など）を使用して、バックアップ ファイルをダウンロードし
ます。
注：ミーティング サーバを定期的に（たとえば 1 日 1 回）バックアップすること、および
ミーティング サーバやスタンバイ サーバの外部にバックアップのコピーを保存することを推
奨します。

E.2 スタンバイ サーバへのバックアップ転送
スタンバイ サーバは常に稼働し続けておくことを推奨します。
1. スタンバイ サーバの証明書や cms.lic ファイルがバックアップを作成した元のサーバと異な
る場合は、スタンバイ サーバからそれらをすべてコピーします。安全な場所に保存してくだ
さい。
2. スタンバイ サーバとの SFTP 接続を確立します。
3. 以前に保存したバックアップ ファイルをスタンバイ サーバにアップロードします。
4. MMP backup list コマンドを発行して、バックアップ ファイルが正常にアップロードされた
ことを確認します。次のように返されます。
cms> backup list test_server_2014_09_

5. 次のコマンドを入力して、バックアップ ファイルからの復元を確認します。
backup rollback <name>
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既存の設定が上書きされ、ミーティング サーバがリブートします。そのため、警告メッセー
ジが表示されます。確認では大文字/小文字の区別があるため、大文字の「Y」を押下する必
要があります。そうでない場合、操作が中止します。
注：一方のタイプ（仮想化サーバまたは Acano X シリーズ サーバ）の導入のバックアップ
を作成し、それをもう一方のタイプでロールバックできません。
操作に成功すると、次のように返されます。

バックアップから復元するときは、IP アドレス、証明書、cms.lic ファイルを含むすべてが
上書きされます。したがって、バックアップを作成したサーバとは異なるサーバに復元する
場合は、元の cms.lic ファイル、および新しいサーバでは無効であるすべての証明書を手動
でコピーする必要があります。cms.lic ファイルはサーバの MAC アドレスに関連付けられ
ています。そのため、バックアップを新しいサーバに復元すると、一方のサーバのライセン
スはもう一方のサーバで無効になります。
6. スタンバイ サーバとの SFTP 接続を確立します。
7. 以前に保存した元の cms.lic ファイルをこのサーバにアップロードします。
8. 必要な場合：
a. 証明書および秘密キーを元の場所に戻します（復元されたバージョンがスタンバイ サー
バで無効な場合）。
b. 次のコマンドを使用して、これらの証明書を対応するサービスに割り当てます。
callbridge certs nameofkey nameofcertificate
webbridge certs nameofkey nameofcertificate
webadmin certs nameofkey nameofcertificate
xmpp certs nameofkey nameofcertificate
webbridge trust nameofcallbridgecertificate
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c. 証明書を変更したサービスを再起動します。
xmpp restart
callbridge restart
webbridge restart
webadmin restart
新しいサーバは、完全に起動すると完全な稼働状態になり、元のサーバのサービスを引き継ぎ
ます。

E.3 サーバのスワップにかかる時間
スタンバイ サーバの電源が入った状態であれば、仮想化されたミーティング サーバの復元（設
定の復元、cms.lic ファイルのコピー、XMPP サーバの再起動）にかかる時間は、通常で 2 ～ 4
分です（Acano X シリーズ サーバの場合は 6 ～ 8 分）。証明書ファイルも復元する必要がある
場合は、さらに時間が必要になることがあります。
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シスコの法的情報
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されること
があります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確で
あると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとしま
す。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information
Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program
developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain
version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the
University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフト
ウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商
品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは
取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示され
た一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用でき
ないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発
的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされてい
ても、それらに対する責任を一切負わないものとします。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号
を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、お
よびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよ
び電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるもの
です。
ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を
参照してください。
シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX
番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/go/offices/）をご覧ください。
© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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シスコの商標または登録商標
Cisco およびシスコ ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標
または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks [英語]
をご覧ください。本書に記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者の財産で
す。「パートナー」または「partner」という用語は、シスコと他社との間のパートナーシップ
関係を意味するものではありません。
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