Cisco BE6000 を使用したビデ
オ会議と録画
（シスコ検証済みデザイン ガイド）

2017 年 7 月
© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次

テクノロジーの使用例

目次

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

目次
はじめに .................................................................................................................................................. 3
範囲..................................................................................................................................................... 3
習熟度 ................................................................................................................................................. 4
コメントと質問 ................................................................................................................................... 4
免責事項.............................................................................................................................................. 4
このバージョンの新着情報 .................................................................................................................. 4
はじめに .................................................................................................................................................. 5
テクノロジーの使用例 ......................................................................................................................... 5
使用例：デスクトップ システムと多目的ルーム システムを使用したビデオ
コラボレーション ....................................................................................................................... 5
設計の概要 .......................................................................................................................................... 6
Cisco 推奨アーキテクチャ .......................................................................................................... 6
ネットワークに関する考慮事項................................................................................................... 7
ソリューションの詳細 ................................................................................................................ 7
Cisco Unified Communications Manager ..................................................................................... 9
シスコのビデオおよび TelePresence エンドポイント................................................................. 9
Cisco Meeting Server ................................................................................................................. 9
Cisco TelePresence Management Suite ................................................................................... 10
ダイヤル プラン ........................................................................................................................ 10
展開の詳細 ............................................................................................................................................ 11
Cisco Meeting Server のインストール .............................................................................................. 12
TelePresence Management Suite のインストール ............................................................................ 21
Cisco Meeting Server の設定 ............................................................................................................ 33
Cisco TelePresence Management Suite の設定 ................................................................................ 60
Cisco Unified Communications Manager の設定 ............................................................................... 66
エンドポイントの設定 ....................................................................................................................... 79
会議を開始する ................................................................................................................................. 81
会議の録画 ........................................................................................................................................ 87
付録 A：製品リスト............................................................................................................................... 88

P. 2

はじめに

目次

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

はじめに
Cisco Validated Design 用のマニュアル
Cisco Validated Design（CVD）に関する以下のドキュメントには、一般的な使用例や最新のエンジニアリ
ング システムの優先順位に基づくシステム設計の基礎が記載されています。顧客のニーズに対応し、より
迅速で、より信頼性の高い、完全に予測可能な展開を保証す
る、広範囲に及ぶテクノロジー、機能、およびアプリケー
関連 PA ガイド
ションが含まれています。
Cisco Preferred Architecture for
『Cisco Preferred Architecture（PA）Design Overview』を
Midmarket Collaboration,
活用すると、お客様およびセールス チームは組織のビジネ
Design Overview
ス要件に基づいて適切なアーキテクチャを選択し、アーキテ
Cisco Preferred Architecture for Video,
クチャ内で使用される製品について理解し、設計上の一般的
Design Overview
なベスト プラクティスを習得することができます。これら
のガイドは、販売プロセスをサポートします。
『Cisco Validated Design（CVD）』ガイドは、シスコ プリ
ファード アーキテクチャを展開する手順について詳しく説
明しています。これらの資料はプリファード アーキテク
チャの計画、設計、および実装を支援します。
『Cisco Collaboration Solution Reference Network Design
（SRND）』ガイドは、シスコ コラボレーションの設計オプ
ションについて詳しく説明しています。設計上の要件がシス
コ推奨アーキテクチャの適用範囲を超える場合には、SRND を
参考にしてください。

関連 CVD ガイド
Unified Communications
Using Cisco Business Edition
6000 CVD

関連する CVD ガイドを表示するには、
タイトルをクリックするか、
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration
にアクセスしてください。

範囲
組織は、フェイスツーフェイスのメリットを失うことなく、リモートの人員を活用することで予算や生産性
を向上させることを望んでいます。このような組織では、高価なコンポーネントをリモート サイトで複製
する必要がない、迅速に導入可能で中央から管理しやすいソリューションを求めています。
このドキュメントでは、デスクトップ システムと多目的ルーム システムを使用したビデオ コラボレーショ
ンについて詳しく説明します。また、以下の分野のテクノロジーと製品についても説明します。
• ビデオ コール エージェント
• デスクトップ ビデオ エンドポイント
• 多目的ルーム用のシステム
• ビデオ会議ブリッジ
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• ビデオ会議管理システム
• ビデオ会議スケジュール システム
• ビデオ録画およびストリーミング
• Session Initiation Protocol（SIP）シグナリング

詳細については、このガイドの「設計の概要」を参照してください。

習熟度
このガイドは、音声およびユニファイド コミュニケーションのアプリケーション、デバイス、およびネッ
トワークの設計、インストール、およびトラブルシューティングにおける 1 ～ 3 年の技術経験（または、
CCNA コラボレーションにおける同等の経験）を有する人を対象とします。

コメントと質問
ガイドについてコメントや質問がある場合は、collab-mm-cvd@external.cisco.com まで電子メールをお寄
せください。

免責事項
このドキュメントで使用されている IP アドレス方式は、説明のみを目的として使用されています。

このバージョンの新着情報
• 会議ブリッジとしての Cisco Meeting Server
• 録画プラットフォームとしての Cisco Meeting Server
• Cisco TelePresence Server と Cisco Conductor は削除されました
• Cisco TelePresence Content Server は削除されました

P. 4

はじめに

目次

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

はじめに
世界中の企業が、出張費用の高騰に苦しんでいます。会社の経費の増大は高額な出張費を反映しています
が、出張は従業員とその家族の健康や生活にも負担を掛けています。多くの場合、困難な問題を解決する唯
一の方法は、その場に専門家を派遣して問題を確認し、現地の関係者と議論することです。専門家が現象を
確認できなかった場合は、しばしば、問題が複雑化して解決により多くの時間がかかります。
リモート サイトで作業する人員は、所属する部門から孤立しているように感じています。これは、同僚と
実際に向かい合って話す十分な時間がなく、意思決定プロセスから切り離されているように感じることが原
因です。この孤立感が原因となり、組織の本来の場所から離れて働く従業員の職務遂行能力が低下したり、
仕事に対する満足度が低下したりすることがあります。
採用プロセスは、とりわけ候補者が別の都市に住んでいたり、面接プロセスに複数の担当者が関与していた
りすると、多くの時間とコストがかかります。オフィスにビデオ会議システムを備えている組織であれば、
候補者を最寄りのオフィスに訪問させて、対面とビデオの両方で面接を実施することで、コストと時間を削
減できます。

テクノロジーの使用例
ビデオ コラボレーション会議におけるフェイスツーフェイスのやり取りでは、情報が記憶されやすく、注
意持続時間が長くなり、参加者の混乱も減少します。ビジュアル ミーティングにおける会話以外の実体験
は、実際に語られている内容よりも重要となる場合があります。

使用例：デスクトップ システムと多目的ルーム システムを使用したビデオ
コラボレーション
組織は、フェイスツーフェイスのメリットを失うことなく、リモートの人員を活用することで予算や生産性
を向上させることを望んでいます。彼らは、同僚や上司との直接の対話を維持しながら、リモート サイト
で働く従業員の作業の柔軟性を確保したいと考えています。また、会議室、役員室、講堂などの多人数環境
における、コラボレーション体験の改善も望まれています。迅速に導入でき、簡単に一元管理でき、かつリ
モート サイトに高価なコンポーネントを重複して準備する必要がないソリューションが必要です。
この設計ガイドによって、次の機能が実現されます。
• シングル クラスタに一元化された設計により、インフラストラクチャ コンポーネントにより予算を節

約しつつ、導入と管理を簡素化。
• URI と DN により、ビデオ対応 IP 電話からルーム システムへのコールを実現。
• サイトのビデオ会議ブリッジのプロビジョニング。
• 会議リソースの最適化、管理、およびスケジューリング。
• Cisco Meeting Server スペース上のインスタント会議、パーソナル会議、およびスケジュール済み会議。
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• 会議の録画とストリーミング。
• ライブ ストリーミングとビデオオンデマンド（VOD）によるビデオとプレゼンテーションのキャプチャ。

設計の概要
エンドツーエンドのビデオ コラボレーション ソリューションには、エンドポイント、インフラストラク
チャ コンポーネント、および一括管理ツールのフル スイートが組み込まれています。

Cisco 推奨アーキテクチャ
シスコ プリファード アーキテクチャでは、一般的な使用例に基づいて、市場セグメントごとに推奨される
導入モデルを説明します。このモデルは、シスコ コラボレーション ポートフォリオの全製品のうち、ター
ゲットの市場セグメントと定義した使用例に最も適した製品で構成されます。これらは設定済みの規範的な
展開モデルで、ビジネス ニーズの変化に応じて組織とともに拡張するように構築されています。規範的な
アプローチであるため、複数のシステム レベルのコンポーネントの統合が容易であり、組織のビジネス
ニーズに最適な展開モデルを選択できます。
シスコ推奨アーキテクチャ（PA）では、組織が生産性の向上を即座に実現し、現在の音声展開の価値を高
めることのできる機能を提供します。
図 1. 概略的なブロック図

P. 6

はじめに

目次

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

ネットワークに関する考慮事項
音声用の IP ネットワークがすでに導入されている場合は、次の段階として Video over IP を展開するのが一
般的です。多くの組織が、IP に基づいて、古いシステムから新しいシステムに移行するときに、混合環境で
ビデオ システムを運用しています。旧式のシステムを ISDN から移行すると、大幅な品質向上とコスト節
約が実現されます。
IP を介して実行するユニファイド コミュニケーションにより、低コスト、容易な管理、リモート監視、お
よびネットワーク横断型制御というメリットを得ることができます。また、会社の IT メインストリームへ
の緊密な統合を維持しながら、優れた音声品質とビデオ品質を実現し、コール用のより高い帯域幅も提供し
ます。
IP ネットワークを使用すれば、ビデオ コールの運用コストが最小限に抑えられます。これは、メンテナンス
とテクニカル サポートにしか経費がかからないためです。初期導入に対する投資回収率（ROI）が満たされれ
ば、それ以後のコストは実質的にゼロになります。増分コストが発生しないため、従業員と管理職がこのテク
ノロジーを使用する機会が増えます。使用率が増加すると、資本回収期間が減少し、ROI が上昇します。

ソリューションの詳細
ビデオ会議 CVD には次のコンポーネントが含まれています。
• Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）：コール制御と SIP エンドポイント登録用
• デスクトップ（Cisco 8800 シリーズ IP 電話、Cisco Jabber、Cisco Desktop Collaboration

Experience DX シリーズ）および多目的（Cisco TelePresence SX 10、20 Quick Set）システム：
コールの発信と受信用
• 予約不要のインスタント会議（以前のアドホック会議）、およびパーソナル会議（以前のランデブー/

スタティック会議）用の Cisco Meeting Server
• スケジュール済み会議用の Cisco TelePresence Management Suite（TMS）
• 会議録画用の Cisco Meeting Server
• ロギングの一貫性を保つためのネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバ
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図 2. 概略的なネットワーク構成図
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Cisco Unified Communications Manager

Unified CM は、Cisco Unified Communications のソフトウェアベースの呼処理コンポーネントとして機能
します。ユニファイド メッセージング、リッチ メディア会議、コラボレーティブ コンタクト センター、
インタラクティブ マルチメディア レスポンス システムなどの、追加のデータ、音声、ビデオ サービス
は、Cisco Unified Communications Manager のオープンなテレフォニー アプリケーション プログラム イ
ンターフェイス（API）を介して通信されます。
Unified CM は、この CVD における主要なコール エージェントです。Unified CM は Session Initiation
Protocol（SIP）をサポートします。また、本ドキュメント内の設定では、エンドポイントのシグナリング
プロトコルとして SIP を使用しています。

シスコのビデオおよび TelePresence エンドポイント
シスコのビデオ エンドポイントでは、IP 音声テレフォニーと似た IP ビデオ テレフォニー機能が提供さ
れ、ポイントツーポイントおよびマルチポイントのビデオ コールが可能になります。シスコのビデオ エン
ドポイントは、サポートする機能、ハードウェアの画面サイズ、およびエンドポイントが展開される環境に
基づいて複数のファミリに分類されます。
このドキュメントで取り上げるエンドポイントは次の 2 種類です。
• デスクトップおよびモバイル ビデオ エンドポイント：Cisco Jabber for Windows/Mac/Android/IOS

や Cisco 8800 シリーズ IP フォンなどの Cisco Jabber ソフトウェアベース クライアントは、前面の
内蔵カメラを使用してビデオを送信できます。Cisco TelePresence System DX70 および 80 エンドポ
イントは、コンテンツ共有とモバイルおよびリモート アクセスのサポートにより、次世代のパーソナ
ル デスクトップ ソリューションを実現します。
• 多目的エンドポイント：Cisco TelePresence SX10 および SX20 クイック セットは、柔軟性の高い統

合型製品であり、あらゆるディスプレイを強力な Cisco TelePresence システムに変えることができま
す。SX20 Quick Sets は HD ビデオおよびマルチパーティ会議用に設計されており、さまざまな部屋
のサイズに柔軟に対応します。

Cisco Meeting Server

Cisco Meeting Server は、モバイル、webRTC ベースのクライアント、デスクトップ、および没入型エン
ドポイント向けの高品質な標準ベースの会議を可能にする革新的なソフトウェア ソリューションです。こ
のサーバは、インスタント会議、パーソナル会議、およびスケジュール済み会議をスペース上でホストする
ことができます。また、会議の録画とストリーミングも可能にします。さらに、両方のアプライアンス
ベースのオファリングで利用できるうえ、スペース ベースの vmware ハードウェアにインストールするこ
ともできます。
スペースは、固定ビデオ アドレスが設定された常時接続の仮想空間です。ユーザは、いつでもそのアドレ
スにコールして、会議を開始できます。
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Cisco TelePresence Management Suite

Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）は、スケジュール済み会議に対して Cisco Unified
Communications 内のさまざまなスケジューリング機能と管理機能を有効にします。

ダイヤル プラン
これらの設計では、シングル クラスタの集中呼処理を使用します。エンドポイントは、ダイヤリングに 7 桁
の電話番号を使用します。これにより、数字ダイヤリングのみをサポートするデバイスからのコールを受信
する能力を維持します。番号は次のパターンをしています。
• 800xxxx

URI ダイヤリングの場合は、次のパターンの URI がエンドポイントに割り当てられます。
• 800xxxx@mmcvd.ciscolabs.com

本ドキュメント内で使用しているドメイン：mmcvd.ciscolabs.com。
ソリューションの拡大に伴って、公的な証明機関からセキュリティ証明書を取得する必要が生じることがあ
ります。この要件に対応しているシステムであることを確認するために、有効なインターネット ドメイン
サフィックス（.edu、.com など）を持つドメイン名をこの手順で選択します。
インスタント会議の場合は、Cisco Meeting Server が Unified CM にメディア リソースとして追加されます。
パーソナル スペースの場合は、Cisco Meeting Server が Unified CM に SIP トランキングされます。パーソ
ナル スペースには、番号と URI の両方を設定できます。このドキュメントでは、すべてのユーザに、
Active Directory 経由でインポートされた、Cisco Meeting Server 上で設定された専用の番号と URI が割り
当てられます。スペースの番号と URI は、次のパターンで使用されます。
• 851xxxx
• <user>.space@mmcvd.ciscolabs.com

例：abdey.space@mmcvd.ciscolabs.com

スケジュール済み会議の場合は、Cisco Meeting Server が Unified CM に SIP トランキングされます。この
ドキュメントでは、上で言及したものと同じ SIP トランクが使用されます。ユーザが会議をスケジュールす
るたびに、TMS で設定された範囲内の番号が、ユーザがダイヤルインするスケジュール済み会議に割り当
てられます。スケジュール済み会議の番号は、次のパターンで使用されます。
• 821xxxx

録画の場合は、Cisco Meeting Server が Unified CM に SIP トランキングされます。ユーザは、番号を押し
て録画を開始したり、停止したりできます。このドキュメントでは、上で言及したものと同じ SIP トランク
が使用されます。セルフビデオ録画では、ユーザがスペース内の唯一の参加者となって、スペースを録画す
る必要があります。
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展開の詳細
このガイドは、複数のセクション（サーバのインストールとスペースの展開）に分かれています。各セク
ションには、システムを最初から設定するための手順とステップが記載されています。
自社環境に会議と録画の両方を導入する場合は、すべてのプロセス ボックスに示されている各手順に従っ
てください。
会議機能のみを導入し、録画機能を導入しない場合は、（録画のみ）と付記されている手順を省略してくだ
さい。
録画機能のみを導入し、会議機能を導入しない場合は、（録画のみ）と付記されている手順に従ってくだ
さい。
Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）のインストールについては、『Installation Guide for
Cisco Business Edition 6000』の「Installing the Cisco Unified CM process」を参照してください。

イージー アクセス構成シート
一般ネットワーキング パラメータ
要素

CVD の設定

ドメイン名（Domain Name）
DNS サーバ
NTP サーバ

mmcvd.ciscolabs.com
10.106.170.130
10.106.170.130

サイト固有の設定
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Cisco Meeting Server のインストール
イージー アクセス構成シート
Cisco Meeting Server のインストール要件
要素

CVD の設定

Cisco Meeting Server 名
Cisco Meeting Server の会
議用の IP アドレス
Cisco Meeting Server の録
画およびストリーミング用
の IP アドレス
Cisco Meeting Server のサ
ブネット マスク
Cisco Meeting Server のデ
フォルト ゲートウェイ

cms1
10.106.170.214

サイト固有の設定

10.106.170.215

255.255.255.128
10.106.170.129

Cisco Meeting Server の設定要件
要素

CVD の設定

API アクセスのユーザ

apiadmin

サイト固有の設定

プロセス

Cisco Meeting Server の 2 つのインスタンスをインストールする必要があります。1 つは会議用で、もう
1 つは録画およびストリーミング用です。

1.

Cisco Business Edition 6000 の LAN 接続の設定

2.

会議用のホストへの OVA の展開

3.

録画およびストリーミング用のホストへの OVA の展開

4.

会議用の VM ゲストの設定

5.

録画用の VM ゲストの設定

6.

Cisco Meeting Server 上でのライセンスの適用

このプロセスに従うことで、Cisco Meeting Server をインストールできます。
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Cisco Business Edition 6000 の LAN 接続の設定

Cisco Business Edition 6000 は、データセンター内のスイッチに接続されます。
ステップ 1：

設定を変更可能なユーザ アカウントを使用して、データセンター スイッチにログインし
ます。

ステップ 2：

BE6000 を接続するスイッチ ポートに以前の設定が残っている場合は、各コマンドの先頭に
「no」を付けて発行し、ポートをデフォルトの状態に戻します。

ステップ 3：

ポートをアクセス ポートとして設定します。
interface GigabitEthernet1/14
description BE6000
switchport access vlan 20
switchport host

手順 2

会議用のホストへの OVA の展開

この手順は標準的なインストールを表しています。[OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）]
ウィザードは、ホストの設定を反映して動的に変化するので、実際のステップと異なる可能性があります。
ステップ 1：

vSphere にログインし、ESXi ホストにアクセスします。

ステップ 2：

[ファイル（File）] > [OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）] の順に選択し
ます。
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ステップ 3： [参照（Browse）] をクリックして ova ファイルの場所を探し、[開く（Open）] をクリック
してから、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4：

[OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] ページで [次へ（Next）] をクリックし
ます。

ステップ 5：

[エンド ユーザ ライセンス契約（End User License Agreement）] ページが表示された
ら、それを読んで、[同意する（Accept）] をクリックしてから、[次へ（Next）] をクリッ
クします。

ステップ 6：

[名前と場所（Name and Location）] ページで、cms1 と入力し、仮想マシンが存在するイ
ンベントリの場所を入力します。

ステップ 7：

[ホスト クラスタ（Host Cluster）] ページで、展開した仮想マシンを実行するホストまたは
クラスタを選択してから、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8：

[リソース プール（Resource Pool）] ページが表示された場合は、展開した仮想マシンを実
行するリソース プールを選択してから、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9：

[ストレージ（Storage）] ページが表示された場合は、Cisco Meeting Server 仮想マシン ゲス
トが展開されるデータストアを選択してから、[次へ（Next）] をクリックします。
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ステップ 10： [ディスクのフォーマット（Disk Format）] ページで、デフォルト ディスク フォーマットの
[ティック プロビジョン：Lazy Zeroed） （Thick Provision Lazy Zeroed）] が選択されてい
ることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。

i

技術的なヒント

シン プロビジョニングは、パーティションのサイズ変更の際に VM のパフォーマンスが低下する可能性
があるので推奨されません。
ステップ 11： [ネットワークのマッピング（Network Mapping）] が表示されている場合は、それを設定
し、インフラストラクチャに適用するネットワーク マッピング（デフォルトは VM
Network）を選択してから、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12： [終了の準備完了（Ready to Complete）] ページで、展開設定を確認して、[展開後に電源
をオン（Power on after deployment）] を選択してから、[終了（Finish）] をクリックし
ます。
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ステップ 13： cms1 仮想マシンを右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。
ステップ 14： [CPU] を 8 に、[メモリ（Memory）] を 8 GB に設定して、[OK] をクリックします。
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これで、Cisco Meeting Server OVA for Conferencing が VM ホスト上のゲストとして展開されました。
手順 3

録画およびストリーミング用のホストへの OVA の展開

ステップ 1：

上記の手順 2 のステップ 1 ～ 5 に従ってください。

ステップ 2：

[名前と場所（Name and Location）] ページで、「cms2」と入力し、仮想マシンが存在する
インベントリの場所を入力します。

ステップ 3：

上記の手順 2 のステップ 7 ～ 12 に従ってください。

ステップ 4：

cms1 仮想マシンを右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] を選択します。

ステップ 5：

[CPU] を 4 に、[メモリ（Memory）] を 4 GB に設定して、[OK] をクリックします。
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これで、Cisco Meeting Server OVA for Recording and Streaming が VM ホスト上のゲストとして展開され
ました。
会議用の VM ゲストの設定

手順 4
ステップ 1：

VM ゲストを右クリックして、[電源（Power）] -> [電源オン（Power On）] をクリックし
ます。

ステップ 2：

VM ゲストを右クリックし、[コンソールを開く（Open Console）] をクリックします。VM
ゲストの起動には多少時間がかかります。これは、メインボード管理プロセッサ（MMP）
インターフェイスです。

ステップ 3：

Acano ログイン プロンプトが表示されたら、次の情報を使用してログインします。
•

ユーザ名：admin

•

パスワード：admin

ステップ 4：

デフォルトのパスワードの有効期限が切れたら、新しいパスワードを作成します。これで、
Cisco Meeting Server の初期設定の準備が整いました。

ステップ 5：

acano: プロンプトで、次のコマンドを入力して、静的 IP アドレスを設定します。
ipv4 a add 10.106.170.214/25 10.106.170.129
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これで、Cisco Meeting Server for Conferencing に、設定した IP アドレスを使用してアクセスできるよう
になりました。

手順 5

録画用の VM ゲストの設定

ステップ 1： 上記の手順 4 のステップ 1 ～ 3 に従ってください。
ステップ 2： acano: プロンプトで、次のコマンドを入力して、静的 IP アドレスを設定します。
ipv4 a add 10.106.170.215/25 10.106.170.129

これで、Cisco Meeting Server for Recording に、設定した IP アドレスを使用してアクセスできるようにな
りました。
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Cisco Meeting Server 上でのライセンスの適用

手順 6

この CVD でカバーされるシナリオでは、次の種類のライセンスを Cisco Meeting Server にインストールで
きます。
• 両方のサーバ用の仮想マシン アクティベーション キー
• CallBridge キー
• 録画およびストリーミング キー
• Personal Multiparty Plus ライセンス

i

技術的なヒント

その他のライセンスの詳細については、『Cisco Preferred Architecture for Midmarket Collaboration,
Design Overview』を参照してください。

ライセンスは、CMS サーバにアップロードする必要がある単一の .lic ファイルに含まれています。
2 つの cms.lic ファイルが必要です。1 つは会議サーバ用で、もう 1 つは録画およびストリーミング サーバ
用です。
会議用のサーバには、アクティベーション キーと CallBridge キーが割り当てられます。
録画およびストリーミング用のサーバには、アクティベーション キーと録画およびストリーミング キーが
割り当てられます。
Personal Multiparty Plus ライセンスの設定については、このドキュメントの「Cisco Meeting Server の設
定」で説明します。
ステップ 1： ライセンス ファイルの名前が cms.lic でない場合は、それを cms.lic に変更する必要があり
ます。
ステップ 2： SFTP を使用して、Cisco Meeting Server のデフォルト フォルダにライセンス ファイルを
転送します。
ステップ 3： ファイルをアップロードしたら、サーバを再起動します。
必要なライセンスが適用されます。
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TelePresence Management Suite のインストール
イージー アクセス構成シート
Cisco TMS のインストール要件
要素

CVD の設定

TMS の名前
TMS IP アドレス
TMS サブネット マスク
TMS デフォルト
ゲートウェイ
リリース キー
（Release Key）
IP/ISDN ゾーン名
IP/ISDN ゾーン国/地域

TMS on Win Std 2012
10.106.170.203
255.255.255.128
10.106.170.129

サイト固有の設定

HQ
インド

Cisco TMS の設定要件
CVD の設定

スケジュール済み会議の
DN 範囲

8211000 ～ 8211010

プロセス

要素

1.

Windows Server のインストール

2.

Windows Server への TMS のインストール

サイト固有の設定

この CVD では、Microsoft SQL Server 2012 64 ビット版がインストールされた Windows Server 2012
Standard 64 ビット版に TMS アプリケーションをインストールします。TMS は、すべての顧客データを内
部の SQL データベースに格納します。

i

技術的なヒント

SQL サーバは、復元力を確保するためにオフボックスでインストールすることもできます。

P. 21

展開の詳細

目次
手順 1

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

Windows Server のインストール

ステップ 1：

vSphere にログインし、ESXi ホストにアクセスします。

ステップ 2：

[ファイル（File）] > [新規（New）] > [仮想マシン（Virtual Machine）] の順に選択し
ます。

ステップ 3：

[設定（Configuration）] ページで [カスタム（Custom）] を選択して [次へ（Next）] をク
リックします。

ステップ 4：

[名前と場所（Name and Location）] ページで、[名前（Name）] に TMS on Win Std 2012
と入力し、インベントリの場所を選択して [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5：

[ストレージ（Storage）] ページで、データストアを選択して [次へ（Next）] をクリックし
ます。
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ステップ 6：

[仮想マシンのバージョン（Virtual Machine Version）] ページで、[仮想マシンのバージョ
ン：8（Virtual Machine Version: 8）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7：

[ゲスト オペレーティング システム（Guest Operating System）] ページで、[ゲスト オペ
レーティング システム（Guest Operating System）] として [Windows] を選択し、
[Microsoft Windows Server 2012（64 ビット）（Microsoft Windows Server 2012
(64-bit)）] を選択して [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8： [CPU] ページで、以下を選択して、[次へ（Next）] をクリックします。
• [仮想ソケット数（Number of virtual sockets）] = 1
• [仮想ソケットあたりのコア数（Number of cores per virtual socket）] = 1
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[メモリ（Memory）] ページで、[メモリ サイズ（Memory Size）] として 8 GB を選択して
[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10： [ネットワーク（Network）] ページで、[接続する NIC の数（How many NICs do you want
to connect）] として 1 を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11： [SCSI コントローラ（SCSI Controller）] ページで、適切な設定を選択して [次へ（Next）]
をクリックします。
ステップ 12： [ディスクの選択（Select a disk）] 画面で、[新しい仮想ディスクの作成（Create a new
virtual disk）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
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ステップ 13： [ディスクの作成（Create a Disk）] ページで、[ディスク サイズ（Disk Size）] として
60 GB を選択し、[ディスク プロビジョニング（Disk Provisioning）] として [ティック プロ
ビジョン：Lazy Zeroed（Thick Provision Lazy Zeroed）] を選択して、[次へ（Next）] をク
リックします。

i

技術的なヒント

シン プロビジョンは、パーティションのサイズ変更の際に VM のパフォーマンスが低下する可能性があ
るため、推奨されません。

ステップ 14： [詳細オプション（Advanced Options）] ページで、適切なオプションを選択して [次へ
（Next）] をクリックします。
ステップ 15： [終了準備の完了（Ready to Complete）] ページで、導入設定を確認して [終了（Finish）] を
クリックします。
ステップ 16： VM を作成したら、新しく作成した VM を右クリックし、[電源（Power）] を選択して [電源
オン（Power On）] をクリックします。
ステップ 17： 新しく作成されたこの VM に Windows Server 2012 Standard をインストールします。
ステップ 18： IP 情報を設定するには、該当するフィールドに次のように入力します。（必要に応じてその
他のエントリを設定します）。
o

[IP アドレス（IP address）]：10.106.170.203

o

[サブネット マスク（Subnet mask）] = 255.255.255.128

o

[デフォルト ゲートウェイ（Default gateway）]：10.106.170.129

o

[DNS サーバ（DNS server）]：10.106.170.130
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ステップ 19： 重要な Windows Update をすべて完了して、実行中のすべてのアプリケーションを終了
し、ウィルス スキャン ソフトウェアなどのインストールの実行を妨げるおそれのあるソフ
トウェアを無効にします。

i

技術的なヒント

追加する必要のある Windows コンポーネントによっては、インストール時にサーバを複数回再起動する
ように求められる場合があります。ご注意ください。インストーラは、サーバの起動後に自動的に再開
します。
これで、Windows Server がインストールされました。
ステップ 20： Windows Server に SQL サーバ 2012 をインストールします。
Windows Server への TMS のインストール

手順 2

この CVD で説明するシナリオのために、次のライセンス タイプが TMS にインストールされています。
• Cisco TelePresence Management Suite Base License
• Cisco TMS – 追加の 100 システム

i

技術的なヒント

その他のライセンスの詳細については、『Cisco Preferred Architecture for Midmarket Collaboration,
Design Overview』を参照してください。

ステップ 1：

Cisco TMS.zip ファイルを Cisco.com からダウンロードします。

ステップ 2：

.zip ファイルを解凍します。

ステップ 3：

Cisco TMS 実行可能ファイルを管理者として実行します。
インストーラがサーバのハードウェアとソフトウェアの設定をチェックします。サーバの設
定によっては、警告またはエラー メッセージが表示される場合があります。指示に従って、
欠落している Windows Server コンポーネントをインストールします。

ステップ 4：

[はい（Yes）] をクリックして続行します。
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[ようこそ（welcome）] 画面で [次へ（Next）] をクリックします。
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ステップ 6：

[ライセンス契約（License Agreement）] ページで、[はい（Yes）] をクリックします。

ステップ 7：

[データベース設定（Database Settings）] ページで、[ローカル SQL Server を使用（Use
Local SQL Server] を選択して、ユーザ名とパスワードを入力してインストーラが新しい
データベースを作成できるようにし、[次へ（Next）] をクリックします。
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技術的なヒント

SQL サーバは、復元力を確保するためにオフボックスでインストールすることもできます。
ステップ 8：

[リリース キーとオプション キー（Release and Option Keys）] ページで、リリース キーを
入力して [次へ（Next）] をクリックします。
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[ネットワーク設定（Network Settings] ページで、次のように入力します。
• ［TMS サーバ IPv4 アドレス（TMS Server IPv4 Address）］：10.106.170.203
• ［システム検出用の IP ブロードキャスト/マルチキャスト アドレス（IP

Broadcast/Multicast Addresses for system discovery）］：10.106.170.255

ステップ 10： [Next] をクリックします。
ステップ 11： [IP/ISDN ゾーン（IP/ISDN Zone] ページで、次のように入力します。
• [名前（Name）]：HQ
• [国/地域（Country/Region）]：インド

ステップ 12： [Next] をクリックします。
ステップ 13： [フォルダの設定（Folder Settings）] ページで、TMS のインストール パスを指定して [次へ
（Next）] をクリックします。
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ステップ 14： [暗号化キー（Encryption Key）] ページで、[生成（Generate）] をクリックして新しい暗号
化キーを生成して、[コピー（Copy）] をクリックします。

ステップ 15： [Next] をクリックします。
ステップ 16： [ファイルのコピーの開始（Start Copying Files）] ページで、すべての設定を確認します。
ステップ 17： [Next] をクリックします。
ステップ 18： [TMS Web サイトの HTTPS（HTTPS for the TMS Website）] ページで、[作成（Create）]
をクリックして自己署名証明書を生成し、[OK] をクリックします。
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ステップ 19： [終了（Finish）] をクリックします。

セットアップ ウィザードが完了し、TMS がインストールされました。
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Cisco Meeting Server の設定
イージー アクセス構成シート
Cisco Meeting Server の設定要件
CVD の設定

API ユーザ名/パスワード
WebAdmin リスニング ポート
レコーダー リスニング ポート
NFS サーバの IP
XMPP リスニング ポート
LDAP サーバ（LDAP Server）
LDAP サーバ リスニング ポート

api/パスワード
445
8443
10.106.170.84
8443
10.106.170.130
389

プロセス

要素

サイト固有の設定

1.

API 経由で設定するための新しいユーザの作成

2.

WebAdmin、CallBridge、レコーダー、XMPP、および WebBridge モジュールの有効化

3.

CUCM 内のアドホック リソースにする CMS のセットアップ

4.

パーソナル スペース用の CMS のセットアップ

5.

Personal Multiparty Plus ライセンスのセットアップ

6.

WebRTC 用の CMS のセットアップ

7.

録画用の CMS のセットアップ

手順 1

API 経由で設定するための新しいユーザの作成

API 経由で設定するには、新しいユーザ アカウントを作成する必要があります。これを行うには、CMS
サーバに SSH することによって到達可能な CMS 内のメインボード管理プロセッサ（MMP）インターフェ
イスを使用します。
ステップ 1：

管理者クレデンシャルを使用して CMS サーバに SSH を使用して接続します。

ステップ 2：

次のコマンドを入力して、api という名前の API ユーザを作成します。
user add api api

ステップ 3：

パスワードを入力するプロンプトが表示されたら、パスワードを api として 2 回入力し
ます。

ステップ 4：

コマンド ユーザ リストを入力して、ユーザの作成を確認します。
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新しいユーザが作成されました。
この CVD では、Google Chrome ブラウザの拡張機能として利用可能な Postman ツールを使用します。
CMS を設定するために使用する API 操作は次のとおりです。
• GET：既存の情報を取得する
• POST：新しいインスタンスを作成する
• PUT：既存のインスタンスを変更する
• DELETE：既存のインスタンスを削除する

API コマンドは、次の形式の URL として入力します。

次の手順で、新しく作成した API ユーザが CMS 上で動作することを確認します。
ステップ 5：

Google Chrome を開いて、https://chrome.google.com/webstore/category/apps に移動
します。

ステップ 6：

検索バーで、Postman を検索します。
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ステップ 7：

Postman アプリをインストールし、Chrome を再起動します。

ステップ 8：

「chrome://apps/」と入力して、Enter キーを押します。

ステップ 9：

上でインストールした Postman アプリをクリックして、アプリケーションを開きます。

ステップ 10： 次の値を入力して、GET メッセージが CMS に対して機能しているかどうかを確認します。
• ドロップダウン リストから、[GET] を選択します。
• [パラメータ（parameter）] セクションで

「https://10.106.170.214:443/api/v1/system/status」と入力します。
• [認証（Authorization）] タブを選択して、[タイプ（Type）] を [基本認証（Basic Auth）] と

して選択し、ユーザ名 api とパスワードを入力します。

P. 35

展開の詳細

目次

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

ステップ 11： [送信（Send）] をクリックします。
ステップ 12： 次のエラーが表示されたら、Chrome ブラウザ経由で CMS Webadmin インターフェイスに
ログインし、証明書を受け入れます。

ステップ 13： CMS サーバに正常にログインしてから、上記の GET メッセージを送信すると、同様の出力
が得られるはずです。
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作成した API ユーザが正常に動作します。

手順 2

WebAdmin、CallBridge、レコーダー、XMPP、および WebBridge モジュールの有
効化

WebAdmin は、GUI 設定用の CMS サーバへの https アクセスを可能にするモジュールです。WebAdmin に
は、https 経由でしかアクセスできません。ログインするためには、セキュリティ証明書を作成して、CMS
サーバにインストールする必要があります。
ステップ 1：

管理者アカウントを使用して会議用の CMS の MMP にログインし、次のコマンドを入力し
て、webadmin1.key ファイルと webadmin.csr ファイルを作成します。
pki csr webadmin1

ステップ 2：

CMS サーバから SFTP を使用して CSR ファイルをダウンロードします。

ステップ 3：

認証局（CA）によって署名された CSR ファイルを取得して、署名された証明書を取得
し、署名された証明書ファイルを SFTP を使用して CMS サーバにアップロードします。

ステップ 4：

次のコマンドを入力して、CMS 上の WebAdmin モジュールを有効にします。
webadmin certs webadmin1.key webadmin1.crt
webadmin listen a 445
webadmin restart
webadmin enable
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これで、https://10.106.170.214:445/ を使用して CMS にアクセスできるようになりました。
CallBridge は、CMS で音声およびビデオ会議を可能にするモジュールです。次の手順で、CMS 上の
CallBridge モジュールを有効にします。
ステップ 5：

管理者アカウントを使用して会議用の CMS の MMP にログインし、次のコマンドを入力し
て、callbridge.key ファイルと callbridge.csr ファイルを作成します。
pki csr callbridge

ステップ 6：

CMS サーバから SFTP を使用して CSR ファイルをダウンロードします。

ステップ 7：

認証局（CA）によって署名された CSR ファイルを取得して、署名された証明書を取得
し、署名された証明書ファイルを SFTP を使用して CMS サーバにアップロードします。

ステップ 8：

次のコマンドを入力して、CMS 上の CallBridge モジュールを有効にします。
callbridge certs callbridge.key callbridge.crt
callbridge listen a
callbridge restart

これで、CallBridge が有効になりました。
レコーダーは、CMS サーバで会議スペースの録画を可能にするモジュールです。次の手順で、レコーダー
を有効にします。
ステップ 9：

管理者アカウントを使用して録画用の CMS の MMP にログインし、次のコマンドを入力し
て、cms2recorder.key ファイルと cms2recorder.csr ファイルを作成します。
pki csr cms2recorder

ステップ 10： CMS サーバから SFTP を使用して CSR ファイルをダウンロードします。
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ステップ 11： 認証局（CA）によって署名された CSR ファイルを取得して、署名された証明書を取得
し、署名された証明書ファイルを SFTP を使用して CMS サーバにアップロードします。
ステップ 12： Callbridge 署名証明書ファイルを SFTP を使用して CMS サーバにアップロードします。
ステップ 13： 次のコマンドを入力して、CMS 上のレコーダー モジュールを有効にします。
recorder certs cms2recorder.key cms2recorder.crt
recorder trust callbridge.crt
recorder listen a:8443
recorder nfs 10.106.170.84:/
recorder enable

ステップ 14： 会議用の CMS で次の API コマンドを発行します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders

ステップ 15： 次のコマンドを発行することによって、会議用の CMS で作成したレコーダー インスタンス
を確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders
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ステップ 16： 次の API コマンドを発行することによって、会議用の CMS に録画 URL を追加します。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders/f3dbe066-fa97-4f8c-8771-

a3612895cf06

• キー：url、値：https://10.106.170.215:8443

ステップ 17： 次のコマンドを使用して、設定を確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders/f3dbe066-fa97-4f8c-8771-

a3612895cf06

ステップ 18： 次のコマンドを使用して、録画を有効にする新しい callProfile を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callProfiles/

ステップ 19： 設定を確認するには、次のコマンドを実行します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callProfiles/
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ステップ 20： 次のコマンドを使用して、上で作成した callProfile で録画を有効にします。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callProfiles/602eb7e1-4152-4737-8aec-

81a4008d7985

• キー：recordingMode、値：manual

ステップ 21： 次のコマンドを使用して、すべてのユーザの録画制御を有効にする callLegProfile を作成し
ます。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles/

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles/
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• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles/6735d228-7cde-4298-

ad6a-452068b8337e

• キー：recordingControlAllowed、値：true

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles/6735d228-7cde-4298-

ad6a-452068b8337e

ステップ 22： 次のコマンドを使用して、録画を開始して停止する DTMF トーンをマップするための
dtmfProfile を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles
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• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles/0e613fff-3f31-4996-aff5-

aef12449da08

• キー：startRecording、値：*7
• キー：stopRecording、値：*8

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles/0e613fff-3f31-4996-aff5-

aef12449da08
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ステップ 23： 次のコマンドを使用して、上で作成した callProfile、callLegProfile、および dtmfProfile を
システムのデフォルト プロファイルに適用します。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/system/profiles
• キー：callLegProfile、値：6735d228-7cde-4298-ad6a-452068b8337e
• キー：callProfile、値：602eb7e1-4152-4737-8aec-81a4008d7985
• キー：dtmfProfile、値：0e613fff-3f31-4996-aff5-aef12449da08

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/system/profiles

レコーダーは設定されましたが、XMPP モジュールも有効にする必要があります。
録画用、および CMA または webRTC ベースのブラウザ経由でスペースに参加する参加者に XMPP サーバ
が必要です。次の手順で、会議用の CMS で XMPP サーバを有効にします。
ステップ 24： XMPP サーバをホストするために使用する cms1.mmcvd.ciscolabs.com 用の 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
10.106.170.214 に設定します。
ステップ 25： DNS A レコード cms1.mmcvd.ciscolabs.com に解決される _xmpp-server for tcp port
5269 の DNS SRV レコードを作成します。
ステップ 26： DNS A レコード cms1.mmcvd.ciscolabs.com に解決される _xmpp-client for tcp port 5222
の DNS SRV レコードを作成します。
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ステップ 27： 会議用の CMS に SSH を使用して接続し、次のコマンドを入力して XMPP モジュールを有
効にします。
xmpp listen a:8443
xmpp certs callbridge.key callbridge.crt
xmpp domain mmcvd.ciscolabs.com
xmpp enable

XMPP サーバが有効になりました。
WebBridge は、WebRTC アプリによって使用されています。会議に参加するユーザまたはゲストは、
WebRTC 対応 Web ブラウザを使用して会議に参加することができます。次の手順で、会議用の CMS で
WebRTC を有効にします。
ステップ 28： 会議用の CMS に SSH を使用して接続して、次のコマンドを使用してキーと csr ファイル
を作成します。
pki csr webbridge1

ステップ 29： CA サーバによって署名された csr を取得してから、その crt ファイルをサーバにアップ
ロードします。
ステップ 30： 会議サーバ用の CMS に SSH を使用して接続して、次のコマンドを入力します。
webbridge listen a:443
webbridge certs webbridge1.key webbridge1.crt
webbridge trust callbridge.crt
webbridge enable
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ステップ 31： WebBridge 用の DNS A レコードを作成し、それを IP アドレス 10.106.170.214 に解決さ
れるように設定します。
これで、WebBridge が有効になりました。

手順 3
ステップ 1：

CUCM 内のアドホック リソースにする CMS のセットアップ
会議用の CMS の GUI にログインして、[設定（Configuration）] > [着信コール（Incoming
Calls）] に移動し、[コール照合（Call Matching）] セクションで、次の項目を入力して、[新
規追加（Add New）] をヒットします。
• [ドメイン名（Domain name）]：10.106.170.214
• [優先順位（Priority）]：1
• [ターゲット スペース（Targets Spaces）]：はい
• [ターゲット ユーザ（Targets users）]：はい
• [ターゲット IVR（Targets IVRs）]：はい
• [ターゲット Lync（Targets Lync）]：いいえ
• [ターゲット Lync Siplejoin（Targets Lync Siplejoin）]：いいえ

ステップ 2：

会議用の CMS の GUI にログインして、[設定（Configuration）] > [着信コール（Incoming
Calls）] に移動し、[コール照合（Call Matching）] セクションで、次の項目を入力して、[新
規追加（Add New）] をヒットします。
• [ドメイン名（Domain name）]：mmcvd.ciscolabs.com
• [優先順位（Priority）]：1
• [ターゲット スペース（Targets Spaces）]：はい
• [ターゲット ユーザ（Targets users）]：はい
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• [ターゲット IVR（Targets IVRs）]：はい
• [ターゲット Lync（Targets Lync）]：いいえ
• [ターゲット Lync Siplejoin（Targets Lync Siplejoin）]：いいえ

手順 4

パーソナル スペース用の CMS のセットアップ

Active Directory 内のユーザのパーソナル スペースは、Cisco Meeting Server でユーザをインポートしたと
きに自動的に作成されます。このセクションでは、LDAP 関連の設定を構成し、AD からユーザをインポー
トします。
この CVD では、cmaUsers という名前の別の組織単位が、CMA アプリケーションにログイン可能なユーザ
を使用して、または、webRTC 対応ブラウザ経由で作成されています。
ステップ 1：

会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって ldapServer
を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapServers
• キー：address、値：10.106.170.130
• キー：PortNumber、値：389
• キー：username、値：cn=Administrator,cn=Users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,dc=com
• キー：password、値：Password
• キー：secure、値：false

ステップ 2：

次のコマンドを発行することによって、作成した ldapServer のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapServers
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会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって
ldapMappings を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapMappings
• キー：jidMapping、値：$mail$@mmcvd.ciscolabs.com
• キー：nameMapping、値：$cn$
• キー：coSpaceNameMapping、値：$cn$’s Space
• キー：coSpaceUriMapping、値：$mail$.space
• キー：coSpaceSecondaryUriMapping、値：$telephoneNumber$
• キー：coSpaceCallIdMapping、値：$telephoneNumber$

ステップ 4： 次のコマンドを発行することによって、作成した ldapMapping のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapMappings
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• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapMappings/4d91054d-11d7-493e-

bcd0-a9fb2fdf0e30

ステップ 5：

会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって ldapSource
を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSources
• キー：server、値：dc639ccb-c9bd-4183-848a-7fc893e0d8e4
• キー：mapping、値：4d91054d-11d7-493e-bcd0-a9fb2fdf0e30
• キー：baseDn、値：ou=cmaUsers,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,dc=com
• キー：filter、値：(&(objectClass=user)(sAMAccountName=*))
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次のコマンドを発行することによって、作成した ldapSource のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSources

ステップ 7：

会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって、上で作成
した ldapSource を使用して ldapSync を開始します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSyncs
• キー：removeWhenFinished、値：false
• キー：ldapSource、値：0271689d-6148-4c3a-9b6a-142c9286cc30

ステップ 8：

次のコマンドを発行することによって、ldapSync のステータスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSyncs
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会議用の CMS の GUI にログインして、[ステータス（Status）] > [ユーザ（Users）] に移動
することによって、インポートされたユーザを確認します。

ステップ 10： [設定（Configuration）] > [スペース（Spaces）] に移動することによって、作成されたス
ペースを確認します。

パーソナル スペースが作成されました。

手順 5

Personal Multiparty Plus ライセンスのセットアップ

ユーザのセットを PMP+ ユーザにするには、hasLicense パラメータを true に指定したユーザ プロファイ
ルを設定する必要があります。これは、この userProfile を持つユーザが Personal Multiparty Plus ライセン
スを使用することを意味します。
その前に、CMS を ldapServer、ldapMapping、および ldapSource の設定を使用して設定する必要があり
ます。この設定は、会議用の CMS の [設定（Configuration）] > [Active Directory] における設定に似てい
ます。
ステップ 11： 会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって userProfile
を作成します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/userProfiles

ステップ 12： 次のコマンドを発行することによって、作成した userProfile のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/userProfiles
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ステップ 13： 次のコマンドを発行することによって、Personal Multiparty パラメータを有効にします。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/userProfiles/ed9af2dd-6f34-49ff-ba87-

b5ce8e5baf20

• キー：hasLicense、値：true

ステップ 14： 会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって、前の手順
で作成した、既存の ldapSource を更新します。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSources/0271689d-6148-4c3a-9b6a-

142c9286cc30

• キー：userProfile、値：ed9af2dd-6f34-49ff-ba87-b5ce8e5baf20

ステップ 15： 次のコマンドを発行することによって、作成した ldapSource のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSources
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ステップ 16： 会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって、上で作成
した ldapSource を使用して ldapSync を開始します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSyncs
• キー：ldapSource、値：0271689d-6148-4c3a-9b6a-142c9286cc30

ステップ 17： 会議用の CMS で Postman を介して次の API コマンドを発行することによって ldapSync
を確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/ldapSyncs
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ステップ 18： 次のコマンドを発行することによって、ユーザに userProfile が関連付けられているかどう
かを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/users/

• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/users/d30c90a0-ff06-490c-8125-

97d315db728c

Personal Multiparty Plus ライセンスは、会議用の CMS にインポートされたユーザに適用されます。
手順 6

WebRTC 用の CMS のセットアップ

WebRTC 機能は、ユーザがビデオ エンドポイントを使用せずにスペースに参加できるようにします。ユー
ザは、webRTC 対応ブラウザを介して CMA にログインできます。
WebRTC を機能させるためには、XMPP モジュールと WebBridge モジュールを有効にする必要がありま
す。これらは、「WebAdmin、CallBridge、レコーダー、XMPP、および WebBridge モジュールの有効化」
で有効にされました。
残りの設定を実行する手順を以下に示します。
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[設定（Configuration）] > [全般（General）] に移動して、WebBridge 設定で以下の項目を
設定します。
• ゲスト アカウント クライアント URI：https://10.106.170.214
• [ゲスト アカウント JID ドメイン（Guest account client URI）]：mmcvd.ciscolabs.com
• [ID とパスコード経由のゲスト アクセス（Guest access via ID and passcode）]：セキュ

ア：ID と一緒に指定するパスコードが必要です。
• [ハイパーリンク経由のゲスト アクセス（Guest access via hyperlinks）]：許可
• [ユーザ サインイン（User sign in）]：許可

• 会議用の CMS で WebRTC 機能が有効になりました。ユーザは URL

https://10.106.170.214 を参照して、この機能を使用できます。
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録画用の CMS のセットアップ

録画モジュールを有効にする必要があります。これらは、「WebAdmin、CallBridge、レコーダー、
XMPP、および WebBridge モジュールの有効化」で有効にされました。
ステップ 1：

次の API コマンドを発行することによって、会議用の CMS でレコーダー インスタンスを作
成し、レコーディング サーバ用の CMS の IP アドレスを指定します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders
• キー：url、値：https://10.106.170.215:8443
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ステップ 2： 次のコマンドを発行することによって、作成したレコーダーのインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/recorders

ステップ 3：

次のコマンドを発行することによって、会議用の CMS で callProfile インスタンスを作成
し、ユーザが DTMF キーのセットを入力して録画を開始または停止する必要があることを
意味する manual として録画モードを設定します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callProfiles
• キー：recordingMode、値：manual

ステップ 4： 次のコマンドを発行することによって、作成した callProfile のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callProfiles
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次のコマンドを発行することによって、会議用の CMS で callLegProfile インスタンスを作
成し、録画を開始および停止する権限を付与するユーザを設定します。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles
• キー：recordingControlAllowed、値：true

ステップ 6：

次のコマンドを発行することによって、作成した callLegProfile のインスタンスを確認し
ます。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/callLegProfiles

ステップ 7： 次のコマンドを発行することによって、会議用の CMS で dtmfProfile インスタンスを作成
し、録画を開始および停止するためのキーをセットアップします。
• メソッド：POST
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles
• キー：startRecording、値：*7
• キー：stopRecording、値：*8
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次のコマンドを発行することによって、作成した dtmfProfile のインスタンスを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/dtmfProfiles

ステップ 9：

次のコマンドを発行することによって、上で作成した callLegProfile、callProfile、および
dtmfProfile をシステム プロファイルに適用します。
• メソッド：PUT
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/system/Profiles
• キー：callLegProfile、値：6735d228-7cde-4298-ad6a-452068b8337e
• キー：callProfile、値：602eb7e1-4152-4737-8aec-81a4008d7985
• キー：dtmfProfile、値：0e613fff-3f31-4996-aff5-aef12449da08

ステップ 10： 次のコマンドを発行することによって、システム プロファイルを確認します。
• メソッド：GET
• URL：https://10.106.170.214:445/api/v1/system/Profiles
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Cisco TelePresence Management Suite の設定
イージー アクセス構成シート
Cisco TMS の設定要件
CVD の設定

WebAdmin IP：ポート
WebAdmin ユーザ名/パス
ワード
ドメイン（Domain）
スケジュール済み会議の数
字ベース ID
WebBridge URI

10.106.170.214:445

プロセス

要素

サイト固有の設定

api/パスワード
Mmcvd.ciscolabs.com
8211001
https://10.106.170.214/

1.

TMS での Cisco Meeting Server の追加

2.

スケジュール済み会議用の TMS での CMS の設定

3.

TMS での会議設定の構成
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TMS での Cisco Meeting Server の追加

ステップ 1： TMS にログインして、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] に移動します。

ステップ 2：

[システムの追加（Add Systems）] をクリックします。

ステップ 3：

[アドレスによる追加（Add by Address）] タブで、次の項目を入力します。
• [IP アドレス（IP address）]：10.106.170.214:445
• [ユーザ名（Username）]：api
• [パスワード（Password）]：password
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ステップ 4： [次へ（Next）] をクリックしてから、[システムの追加の終了（Finish Adding Systems）] を
クリックします。

手順 2

スケジュール済み会議用の TMS での CMS の設定

ステップ 1：

[ナビゲータ（Navigator）] セクションで新しく追加した CMS システムをクリックしてか
ら、[設定（Settings）] タブを選択します。

ステップ 2：

次の項目を設定して、[保存（Save）] をクリックします。
• [名前（Name）]：cms1
• [着信 H.323 ダイヤリングを許可する（Allow Incomming H.323 Dialing）]：オフ
• [発信 H.323 ダイヤリングを許可する（Allow Outgoing H.323 Dialing）]：オフ
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[拡張設定（Extended Settings）] サブタブをクリックして、次の項目を入力し、[保存
（Save）] をクリックします。
• [ドメイン（Domain）]：mmcvd.ciscolabs.com
• [数字 ID ベース（Numeric ID Base）]：8211001
• [数字 ID の桁数（Numeric ID Quantity）]：10
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これで、上記 ID を持つ 10 個のスペースが会議サーバ用の CMS で作成されます。これらのスペースは、
ユーザが会議をスケジュールするときにスケジュール済みスペースとして使用されます。また、これらのス
ペースは、スケジュール済み会議の時間中にのみ有効になり、それ以外の時間は無効になります。
ステップ 4：

会議用の CMS の GUI にログインして [設定（Configuration）] > [スペース（Spaces）] に
移動することによって、スペースの作成を確認します。

スケジュール済みコールが機能するためには、SIP トランクを設定する必要があります（「CUCM の設定」
で説明します）。
次の手順で、ユーザがシングル クリックですぐに会議に参加できるようにします。そのためには、
WebBridge モジュール（前のセクションですでに設定済み）を有効にする必要があります。
ステップ 5：

TMS にログインして、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] に移動します。

ステップ 6：

cms1 を選択して、[設定（Settings）] タブをクリックし、[設定の編集（Edit Settings）] を
選択します。

ステップ 7：

次の項目を設定して、[保存（Save）] をクリックします。
• Web Bridge URI：https://10.106.170.214/

P. 64

展開の詳細

目次

手順 3

テクノロジーの使用例

設計の概要

展開の詳細

製品リスト

TMS での一般会議設定の構成

ステップ 8：

[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference
Settings）] に移動します。

ステップ 9：

[ルーティングでの優先 MCU タイプ（Preferred MCU type in Routing）] として、「Cisco
Meeting Server」と入力します。[保存（Save）] をクリックします。

会議設定が構成されました。
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Cisco Unified Communications Manager の設定
イージー アクセス構成シート
Cisco Unified CM の設定要件
CVD の設定

ビデオ リージョンのビデオ
帯域幅
パーソナル会議のルート パ
ターン
スケジュール済み会議の
ルート パターン
パーソナル CMR 会議の URI
パターン

32.256

プロセス

要素

サイト固有の設定

821XXXX
851XXXX
user.space@mmcvd.ciscolabs.com

1.

ビデオ用のリージョンの設定

2.

ビデオ用のデバイス プールの設定とビデオ リージョンの追加

3.

会議用の Cisco Meeting Server への SIP トランクの設定

4.

パーソナル会議とスケジュール済み会議用のディレクトリ番号ルート パターンの設定

5.

パーソナル CMR 会議用の Unified CM SIP ルート パターンの設定

6.

アドホック会議用の会議ブリッジとしての Cisco Meeting Server の設定

7.

ビデオ用のデバイス プロファイルへのこの MRGL の追加

手順 1

ビデオ用のリージョンの設定

ステップ 1：

[システム（System）] > [リージョン情報（Region Information）] > [リージョン（Region）]
に移動して、[新規追加（Add New）] をクリックし、新しいリージョンを作成します。

ステップ 2：

[名前（Name）] に、「Video_Reg」と入力してから、[保存（Save）] をクリックします。
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ステップ 3：

[リージョン（Regions）] で、[デフォルト（Default）] を選択します。

ステップ 4：

[ビデオ コール セッションの最大ビット レート（Maximum Session Bit Rate for Video
Calls）] に「32256 kbps」と入力して、[保存（Save）] をクリックします。

この CVD では、このリージョンに対する設定済みビデオ帯域として 32256 を使用しています。
リージョンが設定されました。
手順 2

ビデオ用のデバイス プールの設定とビデオ リージョンの追加

ステップ 1：

[システム（System）] > [デバイス プール（Device Pool）] に移動してから、[新規追加
（Add New）] をクリックし、新しいデバイス プールを追加します。

ステップ 2：

該当するフィールドに次の情報を入力して、他のフィールドはデフォルト値のままにし、
[保存（Save）] をクリックします。
• [デバイス プール名（Device Pool Name）]：Video_DP
• [Cisco Unified Communications Manager グループ（Cisco Unified Communications

Manager Group）]：Sub1_Pub1
• [日時グループ（Date/Time Group）]：CMLocal
• [リージョン（Region）]：Video_Reg
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デバイス プールが設定されました。

手順 3

会議用の Cisco Meeting Server への SIP トランクの設定

トランクとは、Unified CM 上の通信チャネルです。Unified CM は、トランクを使用することで他のサーバ
と接続します。Unified CM は 1 つ以上のトランクを使用して、コール制御サーバおよびその他の外部サー
バとの音声コール、ビデオ コール、および暗号化されたコールの受発信やリアルタイム イベント情報の交
換などの、さまざまな通信を行うことができます。
ステップ 1：

[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] の順に移動し、[新規追加（Add New）] をク
リックして新しい SIP トランクを作成します。

ステップ 2：

該当するフィールドに次の情報を入力します。
• [トランク タイプ（Trunk Type）]：SIP トランク
• デバイス プロトコル（Device Protocol）：SIP
• [トランク サービス タイプ（Trunk Service Type）]：なし（デフォルト）
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ステップ 3：

[Next] をクリックします。

ステップ 4：

該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。
• [デバイス名（Device Name）]：TR-2-CMS1
• [デバイス プール（Device Pool）]：Video_DP
• [接続先アドレス（Destination Address）]：10.106.170.214
• [宛先ポート（Destination Port）]：5060
• [SIP トランク セキュリティ プロファイル（SIP Trunk Security Profile）]：非セキュア SIP

トランク プロファイル
• [SIP プロファイル（SIP Profile）]：TelePresence 会議用標準 SIP プロファイル
• [正規化スクリプト（Normalization Script）]：cisco-telepresence-conductor-interop

ステップ 5：

[保存（Save）] をクリックしてから、[リセット（Reset）] をクリックします。

ステップ 6：

ここで、表示されたポップアップ ウィンドウで再度 [リセット（Reset）] をクリックして、
[閉じる（Close）] をクリックします。

これで、Unified CM トランクが会議用の Cisco Meeting Server に設定されました。
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パーソナル会議とスケジュール済み会議用のディレクトリ番号ルート パターンの
設定

この CVD では、851XXXX がパーソナル会議用のディレクトリ番号の範囲で、821XXXX がスケジュール済
み会議のディレクトリ番号の範囲です。
ステップ 1：

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] に移動してから、[新規追加（Add New）] をクリックし、新しいルート
パターンを作成します。

ステップ 2：

パーソナル会議にコールをルーティングするには、該当するフィールドに次の情報を入力し
て、他のフィールドはデフォルト値のままにし、[保存（Save）] をクリックします。
• [ルート パターン（Route Pattern）]：851XXXX
• [ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）]：TR-2-CMS1

ステップ 3：

[コール ルーティング（Call Routing）] > [ルート/ハント（Route/Hunt）] > [ルート パターン
（Route Pattern）] に移動してから、[新規追加（Add New）] をクリックし、新しいルート
パターンを作成します。

ステップ 4：

スケジュール済み会議にコールをルーティングするには、該当するフィールドに次の情報を
入力して、他のフィールドはデフォルト値のままにし、[保存（Save）] をクリックします。
• [ルート パターン（Route Pattern）]：821XXXX
• [ゲートウェイ/ルート リスト（Gateway/Route List）]：TR-2-CMS1
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これで、ルート パターンが設定されました。

手順 5

パーソナル CMR 会議用の Unified CM SIP ルート パターンの設定

このドキュメントで作成されたパーソナル CMR 会議へのコールのルーティングには、通常の Unified CM
SIP ルート パターン ルーティングを使用できません。これは、Unified CM がドメイン
（mmcvd.ciscolabs.com など）のみに基づいて URI をルーティングできるが、パーソナル会議用に作成さ
れた URI（space@mmcvd.ciscolabs.com など）はルーティングできないためです。
パーソナル CMR 会議の URI にコールをルーティングするには、Unified CM でクラスタ間ルックアップ
サービス（ILS）を使用し、パーソナル CMR 会議の URI を Unified CM に手動でインポートする必要があり
ます。
次の手順で、ILS が有効になるように Unified CM を設定し、パーソナル CMR 会議の URL をインポートし
ます。
ステップ 1：

[Unified CM の管理（Unified CM Administration）] ページの右上にある [ナビゲーション
（Navigation）] タブをクリックし、ドロップダウン リストから、[Cisco Unified サービスア
ビリティ（Cisco Unified Serviceability）] を選択し、[移動（Go）] を選択します。
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[ツール（Tools）] > [サービスのアクティブ化（Service Activation）] に移動します。

ステップ 3： [サーバ（Server）] フィールドの下にあるドロップダウン リストから [CUCM-Pub--CUCM
Voice/Video] を選択して、[実行（Go）] をクリックします。
ステップ 4：

[データベースおよび管理者サービス（Database and Admin Services）] ペインで、[Cisco
Bulk Provisioning Service] を選択して、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5：

[Cisco Unified Serviceability] ページの右上にある [ナビゲーション（Navigation）] タブをク
リックすることによって、[Cisco Unified CM Administration] ページに戻ります。

ステップ 6：

[Cisco Unified CM Administration] を選択してから、[実行（Go）] をクリックします。

以降のステップが正常に動作するためには、ILS を有効にして機能させる必要があります。
ILS は、「ハブ クラスタ] または「スポーク クラスタ」モードで動作します。この CVD で
は、単一のクラスタ展開に従うため、このパブリッシャを「ハブ クラスタ」モードで設定し
ます。
ステップ 7：

[高度な機能（Advanced Features）] > [ILS の設定（ILS Configuration）] に移動し、[クラス
タ間ルックアップ サービスの設定（Intercluster Lookup Service Configuration）] タブの [役
割（Role）] で [ハブ クラスタ（Hub Cluster）] を選択してから、[保存（Save）] をクリッ
クします。
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ステップ 8：

[コール ルーティング（Call Routing）] > [グローバル ダイヤル プラン レプリケーション
（Global Dial Plan Replication）] > [インポート済みグローバル ダイヤル プラン カタログ
（Imported Global Dial Plan Catalogue）] に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックし
ます。

ステップ 9：

該当するフィールドに次の情報を入力します。
• [名前（Name）]：CMS_Personal_Space_Catalog
• [ルート文字列（Route String）]：space.mmcvd.ciscolabs.com

i

技術的なヒント

[ルート文字列（Route String）]は単なる名前であり、ユーザが *cmr.mmcvd.ciscolabs.com をダイヤル
する必要があることを表すものではありません。
ステップ 10： [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 11： Unified CM の ILS にインポートする必要があるすべてのパーソナル CMR 会議 URI に対し
て、次の形式で cvd_space.csv file ファイルを作成します。

ステップ 12： [一括管理（Bulk Administration）] > [ファイルのアップロード/ダウンロード
（Upload/Download Files] の順に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 13： 該当するフィールドに次の情報を入力します。
• [ファイル（File）]：cvd_space.csv
• [ターゲットの選択（Select the Target）]：インポート済みディレクトリ URI およびパ

ターン
• [トランザクション タイプの選択（Select Transaction Type）]：インポート済みディレクト

リ URI およびパターンの挿入
• [ファイルが存在する場合は上書きする（Overwrite File if it exists）]：オン
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ステップ 14： [保存（Save）] をクリックします。
ステップ 15： [一括管理（Bulk Administration）] > [ディレクトリ URI とパターン（Directory URIs and
Patterns）] > [インポート済みディレクトリ URI およびパターンの挿入の設定（Insert
Imported Directory URI and Pattern Configuration）] の順に移動します。
ステップ 16： 該当するフィールドに次の情報を入力します。
• [ファイル名（File Name）]：cvd_space.csv
• [インポート済みグローバル ダイヤル プラン カタログ（Imported Global Dial Plan

Catalog）]：Conductor_CMR_DP_Catalog
• [すぐに実行（Run Immediately）]：オン

ステップ 17： [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 18： [コール ルーティング（Call Routing）] > [SIP ルートパターン（SIP Route Pattern）] に移動
します。
ステップ 19： [新規追加（Add New）] をクリックします。
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ステップ 20： 該当するフィールドに次の情報を入力して、他のフィールドはデフォルト値のままにし、
[保存（Save）] をクリックします。
• [IPv4 パターン（IPv4 Pattern）]：space.mmcvd.ciscolabs.com
• [SIP トランク/ルート リスト（SIP Trunk/Route List）]：TR-2-CMS1

これで、SIP ルート パターンが設定されました。
手順 6

アドホック会議用の会議ブリッジとしての Cisco Meeting Server の設定

この手順では、アドホック会議用に Unified CM で Cisco Meeting Server を会議ブリッジとして設定する方
法について説明します。
Cisco Meeting Server 上のアドホック会議には、Cisco Meeting Server の API と通信する Cisco Unified
CM が必要です。API には、HTTPS 通信が必要なため、証明書を作成して Cisco Meeting Server と Cisco
Unified Communications Manager の両方にアップロードする必要があります。エスカレートされたアド
ホック コールが機能するためには、それぞれがお互いの証明書を信頼する必要があります。
Cisco Meeting Server 上の証明書は、前の手順ですでにアップロードされています。
このプロセスでは、Unified CM 上の証明書を対象とします。
ステップ 1：

CUCM OS Administration ページにログインして、[セキュリティ（Security）] > [証明書の
管理（Certificate Management）] に移動します。

ステップ 2：

[CSR の作成（Generate CSR）] ボタンをクリックし、Cisco Unified Communications
Manager の証明書署名要求（CSR）を生成します。

ステップ 3：

認証局によって署名された CSR を取得し、署名された証明書と秘密キーを Unified CM に
アップロードします。

ステップ 4：

[証明書/証明書チェーンのアップロード（Upload Certificate/Certificate Chain）] を選択し
ます。

ステップ 5：

[参照（Browse）] をクリックして、証明書を検索します。この証明書は、ルート証明書また
は Call Bridge の証明書と証明書バンドルの場合があります。[アップロード（Upload）] を
クリックします。
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ステップ 6：

[メディア リソース（Media Resources）] > [会議ブリッジ（Conference Bridge）] に移動し
てから、[新規追加（Add New）] をクリックし、新しい会議ブリッジを作成します。

ステップ 7：

該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。
• [会議ブリッジのタイプ（Conference Bridge Type）]：Cisco TelePresence Conductor
• [会議ブリッジ名（Conference Bridge Name）]：cms1
• [SIP トランク（SIP Trunk）]：TR-2-CMS1
• [コール セキュリティ アイコンの会議ブリッジ コントロールを許可（Allow Conference

Bridge Control of the Call Security Icon）]：オフ
• [SIP トランク接続先を HTTP アドレスとして上書き（Override SIP Trunk Destination as

HTTP Address）]：オフ
• [ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）]：cms1.mmcvd.ciscolabs.com
• [ユーザ名（Username）]：api
• Password: password
• [HTTPS を使用（Use HTTPS）]：オン
• [HTTP ポート（HTTP Port）]：445
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[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9：

会議ブリッジが Unified CM に登録されていることを確認します。

製品リスト

ステップ 10： [メディア リソース（Media Resources）] > [メディア リソース グループ（Media Resource
Group）] の順に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 11： [名前（Name）] に、「MRG-CMS1」と入力します。
ステップ 12： [使用可能なメディア リソース（Available Media Resources）] で [cms1 (CFB)] を選択し、
下矢印をクリックして [選択されたメディア リソース（Selected Media Resources）] に移
動し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 13： [メディア リソース（Media Resources）] > [メディア リソース グループ リスト（Media
Resource Group List）] の順に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 14： [名前（Name）] に、「MRGL-CMS1」と入力します。
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ステップ 15： [使用可能なメディア リソース グループ（Available Media Resources Groups）] で [MRGCMS1] を選択し、下矢印をクリックして [選択されたメディア リソース グループ
（Selected Media Resources Groups）] に移動し、[保存（Save）] をクリックします。

これで、Cisco Meeting Server がメディア リソースとして設定されました。
手順 7

ビデオ用のデバイス プロファイルへのこの MRGL の追加

ステップ 1：

[システム（System）] > [デバイス プール（Device Pool）] の順に移動し、[検索（Find）]
をクリックして設定済みのすべてのデバイス プールを表示します。

ステップ 2：

[Video_DP] を選択します。

ステップ 3：

[メディア リソース グループ リスト（Media Resource Group List）] で、[MRGL-1-cond1] を選択して、[保存（Save）] をクリックします。

MRGL が追加されました。
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プロセス

エンドポイントの設定
1.

エンドポイント用の Unified CM の設定

2.

SX20 の設定

エンドポイント用の Unified CM の設定

手順 1
ステップ 1：

[デバイス（Device）] > [電話（Phone）] の順に移動し、[新規追加（Add New）] をクリッ
クします。

ステップ 2：

[電話タイプ（Phone Type）] で、[Cisco TelePresence EX60] を選択します。

ステップ 3：

[Next] をクリックします。

ステップ 4：

該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。
• [MAC アドレス（MAC Address）]：00506005246F
• [デバイス プール（Device Pool）]：Video_DP
• [電話ボタン テンプレート（Phone Button Template）]：Standard Cisco TelePresence

EX60

• [共通電話プロファイル（Common Phone Profile）]：Standard Common Phone Profile
• [デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）：Cisco TelePresence

EX60—Standard
• [SIP プロファイル（SIP Profile）]：Standard SIP Profile for TelePresence Endpoint
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ステップ 5：

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6：

[回線 [1] - 新規 DN を追加（Line [1] - Add a new DN）] をクリックします。

ステップ 7：

[電話番号（Directory Number）] に 8001001 と入力し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8： [ディレクトリ URI（Directory URIs）] で、URI として「8001001@mmcvd.ciscolabs.com」
と入力して、[行の追加（Add Row）] をクリックします。

これで、エンドポイントが追加されました。

手順 2

SX20 の設定

ステップ 1：

[ホーム（Home）] > [設定（Settings）] > [管理者設定（Administrator Settings）] > [詳細設
定（Advanced Configuration）] > [プロビジョニング（Provisioning ）] > [外部マネージャ
（External Manager）] > [アドレス（Address）] の順に移動します。

ステップ 2：

[外部マネージャ（External Manager）] に 10.106.170.135 と入力し、[保存（Save）] をク
リックします。

エンドポイントが追加されました。
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プロセス

会議を開始する
1.

アドホック会議の開始

2.

パーソナル会議の開始

3.

スケジュール済み CMR 会議の作成

手順 1

アドホック会議の開始

ステップ 1：

8001001 から 8001002 に発信します。

ステップ 2：

コールが接続された後、[追加（Add+）] ボタンを押します。

ステップ 3：

8001001 から 8001003 に発信します。

ステップ 4：

[結合（Merge）] ボタンを押します。
これで、アドホック会議が開始されるはずです。
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パーソナル会議の開始

ステップ 1： 8001001 から abhijitdey.space@mmcvd.ciscolabs.com に発信します。
ステップ 2： 8001003 から abhijitdey.space@mmcvd.ciscolabs.com に発信します。
ステップ 3： 8001003 から abhijitdey.space@mmcvd.ciscolabs.com に発信します。
これで、パーソナル会議が接続されるはずです。
ステップ 4：

同じ会議に参加するために SIP URI にダイヤルできないエンドポイントから 8511001 に発
信します。

ステップ 5：

ゲストまたは他のユーザは、「https://10.106.170.214/」と入力することによって、
WebRTC ベースのブラウザから同じパーソナル会議に参加できます。
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ステップ 6： [通話に参加（Join call）] をクリックしてから、「8511001」と入力して、[続行
（Continue）] をクリックします。
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「Guest1」と入力して、[通話に参加（Join call）] をクリックします。

Guest1 が上記会議に参加することができます。
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スケジュール済み会議の作成

ステップ 1：

ブラウザで「http://10.106.170.203/tms/」と入力することによって、TMS にユーザとして
ログインします。

ステップ 2：

[予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] をクリックします。
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ステップ 3：

要件に基づいて設定を構成し、[参加者の追加（Add Participants）] をクリックして、システ
ムを会議に追加します。

ステップ 4：

参加者を追加したら、[保存（Save）] をクリックします。
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会議が作成され、ユーザが 8211003@mmcvd.ciscolabs.com にダイヤルして、この会議に参加できます。

プロセス

会議の録画
1.

手順 1

会議の録画

会議の録画

ステップ 1：

会議中に、*7 を押すと、録画が開始されます。

ステップ 2：

録画を停止するには、*8 を押します。
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付録 A：製品リスト
コンポーネント

製品の説明

製品番号

ソフトウェア

コール制御

Cisco Unified CM Business Edition
6000（最大 1000 ユーザ）

BE6H-M4-K9=
BE6H-M4-XU=

11.5(1)

ビデオ電話

Unified IP Phones 8800 シリーズ

CP-88xx-K9=

11.5

ビデオ エンド
ポイント

Cisco TelePresence DX70

CP-DX70-W-K9=

CE 8.3.1

Cisco TelePresence DX80

CP-DX80-K9=

CE 8.3.1

Cisco TelePresence SX10

CTS-SX10N-K9

CE 8.2

Cisco TelePresence SX20

CTS-SX20N-PHD2.5X-K9

CE 8.2

ビデオ会議ブ
リッジ

Cisco Meeting Server

R-VTS-K9

2.2

ビデオ会議スケ
ジュール

Cisco TelePresence Management
Suite

CTI-TMS-SW-K9

15.5

ソフト クライ
アント

Cisco Jabber for Windows

JAB9-DSK-K9

11.8
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