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Cisco TelePresence Conductor
ここでは、Cisco TelePresence Conductor とその機能について説明します。特に、このソフトウェア バージョンで追加された新しい機能に
ついて説明します。
Cisco TelePresence Conductor について .......................................................................................... 9
このバージョンの新機能.................................................................................................................... 10
Web インターフェイスの使用方法 ...................................................................................................... 10
TelePresence Conductor の機能バージョン ..................................................................................... 13
リリース キーなしで TelePresence Conductor を使用 ........................................................................ 13

Cisco TelePresence Conductor について
Cisco TelePresence Conductor によって、マルチパーティのビデオ通信が容易になります。これは、ビデオ コミュニケーション ネットワー
ク内に置かれ、尐なくとも 1 つの会議ブリッジおよび尐なくとも 1 つのコール制御デバイスと連携して動作します。コール制御デバイスには、
Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco VCS）または Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）
を使用できます。TelePresence Conductor を使用すると、突発的会議やランデブー会議 * を簡単にプロビジョニング、開始、アクセス、お
よび管理できるようにビデオ ネットワークを設定できます。
* 一意の会議 ID を使用した個人会議。「ミートミー」会議とも呼ばれる。

Cisco TelePresence Conductor の機能
Cisco TelePresence Conductor は、マルチパーティ ネットワークの中心として、オーケストラの指揮者のような役を務めます。連携して使
用されるよう構成された個々の会議コンポーネントとその機能のすべてを詳細に把握します。最大限のパフォーマンスを達成するために、
それらの個々の要素のすべてを制御します。これにより、インテリジェントな会議の開催、リソース使用率の向上、管理者による強力で包括
的な制御が実現します。
業界最先端の Cisco TelePresence MCU、Cisco TelePresence Server、Cisco TelePresence Video Communication Server
（Cisco VCS）、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）、Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）、
および Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension（Cisco TMSPE）と緊密に統合されます。規格に準拠したす
べてのエンドポイントと連携して動作します。
TelePresence Conductor は、3 重冗長性クラスタ（ノードは地理的に分散可能）に導入できます。いつでも会議を開催できるようにするこ
とで、真の信頼性を実現します。復元力の高いアーキテクチャにより、個々の会議ブリッジまたは TelePresence Conductor が停止してい
る場合でもサービスの可用性が保証されます。
会議ブリッジの数がどれほど多い場合も、サービスのプロビジョニングには単一のインターフェイスが提供されます。規模が拡大した場合は、
単に会議ブリッジを追加すればよく、プロビジョニング オーバーヘッドは増えません。
TelePresence Conductor は、IP フォンから没入型の会議室まで、またスモール ビジネスから大企業に至るまで対応可能です。
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会議のパーソナライゼーションをサポートし、会議をホストする会議ブリッジに関係なく、ユーザの個人的なプリファレンス（レイアウト、PIN、
暗号化など）を満足させる一貫したユーザ エクスペリエンスを可能にします。
すべての会議コンポーネントの調和のとれた連携動作により信頼性の高い完璧な会議エクスペリエンスを実現することで、TelePresence
の会議は新たなレベルに到達しています。

今回のバージョンの新機能
XC4.3 では、次の新機能が導入されます。
音声プロンプトのミュート
会議ローカリゼーション機能（[Conference configuration] > [Global settings]）へと更新され、TelePresence Server がホストする会議
で使用する音声およびテキストのプロンプト用の言語が選択できるようになります。
[Voice prompts] メニューが追加され、音声プロンプトの有効（[Yes]）/無効（[No]）を切り替え可能になりました。デフォルト設定は、[Yes] です。
注：ローカライズした音声プロンプトには、TelePresence Server ソフトウェア リリース 4.3 以降が必要です。
音声プロンプトとテキスト プロンプトにおけるオランダ語のサポート
会議ローカリゼーション機能（[Conference configuration] > [Global settings]）に更新されます。[Language] メニューにオランダ語の音
声プロンプトとテキスト プロンプトが加わりました。
Multiparty ライセンスの期限切れ警告
アラームが追加されました（[Status] > [Alarms]）。このアラームは、Multiparty ライセンスの期限が切れる 3 日前に表示されます。

Web インターフェイスの使用方法
ここでは、TelePresence Conductor の Web インターフェイスの使用方法について説明します。また、Web インターフェイス レイアウトの
外観、サポートされるブラウザと文字についても説明します。

Web インターフェイスへのログイン
1.

ブラウザ ウィンドウを開き、アドレス バーに次のいずれかを入力します。


システムの IP アドレス（デフォルトで 192.168.0.100 ですが、プロセスの実行中に変更する必要があります）。



システムの FQDN（完全修飾ドメイン名）。

[Administrator login] ページが表示されます。
2.

有効な管理者の [Username] および [Password] を入力し（管理者アカウントのセットアップの詳細については「管理者アカウント
の設定」（101 ページ）の項を参照）、[Login] をクリックします。

[Overview] ページが表示されます。
注：管理者ユーザのデフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは TANDBERG です。TelePresence Conductor の会議機
能はこのパスワードが変更されるまで無効になります。安全なパスワードを選択する必要があります。
TelePresence Conductor の Web インターフェイスにログインした際に、TelePresence Conductor のセキュリティ証明書に関する警告
メッセージを受信する場合があります。これを受信しないようにするには、工場出荷時のデフォルトの証明書をユーザ自身の有効な証明書
に置き換えてください。詳細は、「TelePresence Conductor のサーバ証明書の管理」（139 ページ）を参照してください。
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Web ページの機能とレイアウト
ここでは、一部またはすべての Web インターフェイス ページの機能について説明します。
図 1：Web ページの例

上記の Web ページ例に含まれる各要素について下の表で説明します。
ページの要素
ページの名前と
場所
システム アラーム

ヘルプ

ログアウト
フィールド レベル
の情報
情報バー

カラムのソート
すべて選択、すべ
て選択解除

説明
各ページには、ページ名とそのページへのメニュー パスが表示されます。メニュー パスの各部分にはリンクが
貼られています。上位のメニュー項目をクリックすると、該当のページが表示されます。
システム アラームが実施されると、各ページの右上にこのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックす
ると、アラームとその推奨される解決策に関する情報が表示される [Alarms] ページに移動します。適切に設
定されたフル機能のシステムの場合、アクティブ アラームは発生しません。
このアイコンは、各ページの右上に表示されます。このアイコンをクリックすると、表示しているページに固有の
ヘルプを含む新しいブラウザ ウィンドウが開きます。このウィンドウには、そのページの目的について概要と、
そのページに関連する任意の概念についての説明が表示されています。
このアイコンは、各ページの右上に表示されます。このアイコンをクリックすると、管理者セッションが終了します。
情報アイコンをクリックするかフィールド内をクリックすると、設定ページ上に情報ボックスが表示されます。この
ボックスは、たとえば有効な範囲やデフォルト値など、特定のフィールドに関する情報を示します。情報ボックス
を閉じるには、右上の [X] をクリックします。
特定の状況、たとえば設定が保存された場合や、さらなるアクションが必要な場合、TelePresence
Conductor からフィードバックを提供されることがあります。このフィードバックはページ上部に黄色または赤
色の情報バーで表示されます。
カラム見出しをクリックすると昇順または降順で情報がソートされます。
リスト内のすべての項目を選択または選択解除するには、これらのボタンを使用します。
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ページの要素
必須フィールド

説明
完了する必要のある入力フィールドを示します。

システム情報

現在ログイン中のユーザの名前、そのアクセス特権、システム名（システム名が設定されていない場合は LAN
1 の IPv4 アドレス）、現地システム時刻、ハードウェアのシリアル番号、および TelePresence Conductor の
ソフトウェア バージョンが、ページ下部に表示されます。

サポートされるブラウザと文字
対応ブラウザ


Internet Explorer 8 または 9



Firefox 3 以降



Chrome

Opera および Safari も使用できますが、予測されない動作が発生する場合があります。
TelePresence Conductor の Web インターフェイスを使用するには、JavaScript と Cookie を有効にする必要があります。

サポートされる文字
TelePresence Conductor の Web インターフェイスへのテキスト入力には、次の文字がサポートされます。


A ～ Z および a ～ z の文字



10 進数（0 ～ 9）



アンダースコア ( _ )



マイナス記号/ハイフン（-）



等号（=）



プラス記号 ( + )



アットマーク @



カンマ（,）



ピリオド/終止符（.）



感嘆符（! ）



スペース

次の文字は使用できますが、使用しないことをお勧めします。


タブ



山カッコ（< と >）



アンパサンド（&）



パイプ記号（|）
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大文字と小文字の区別
Web インターフェイスで入力するテキスト項目のほとんどでは、大文字と小文字が区別されません。パスワードは例外です。

TelePresence Conductor の機能バージョン
バージョン XC2.2.1 以降、TelePresence Conductor には次の 3 つの機能バージョンがあります。


フル機能



TelePresence Conductor Select：最大 50 までの同時発生コール セッションをサポートするオプション キーのインストールを含
みます



TelePresence Conductor Essentials：リリース キーなしで動作します

TelePresence Conductor の 3 つの機能バージョンには、次の制限が適用されます。

適切な導入

TelePresence Conductor Essentials
（無料）
小

TelePresence Conductor
Select
小～中

フル機能の TelePresence
Conductor
中～大

30

30

50

2400

はい（2 つの TelePresence
Conductor Select まで）
はい

はい（最大 3 つのフル機能
TelePresence Conductor
まで）
はい

50 の同時発生コール セッ
ションをサポートするには、
オプション キーが必要。

フル機能 TelePresence
Conductor リリース キーが
必要。

次の場合に推奨：


新しいリリースのテストと確認



コンセプト実証デモ

1（スタンドアローン）
サポートされる会議ブリッジの
総数
サポートされる同時発生コール 会議ブリッジでサポートされるコール数
セッションの最大数
復元力についてサポートされる いいえ
TelePresence Conductor の
クラスタリング
いいえ（製造環境で運用する場合は、他
TAC サポートへのアクセス
の 2 つの機能バージョンのいずれかに
アップグレードすることを推奨します）
インストールに必要なリリース リリース キーもオプション キーも不要
キーとオプション キー

リリース キーなしで TelePresence Conductor を使用
TelePresence Conductor は、TelePresence Conductor Essentials のようにリリース キーなしで使用することができます。この場合、
システム キャパシティは制限されます。制限事項は次のとおりです。


TelePresence Conductor をクラスタの一部にすることができません。



すべての会議ブリッジ プールで、1 度に 1 つのスタンドアロン会議ブリッジのみイネーブルにできます。
注：クラスタ化された会議ブリッジはサポートされません。クラスタ化された会議ブリッジが TelePresence Conductor で有効に
なっている場合、その会議ブリッジは [Conference bridge status] ページに [Unusable] として表示され、TelePresence
Conductor で使用されることはありません。
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TelePresence Conductor が TelePresence Conductor Essentials として実行している場合、Web インターフェイスの上部に無効なリ
リース キーがインストールされているか、またはリリース キーがインストールされていないことを示すバナーが表示されます。
TelePresence Conductor が無効なリリース キーがインストールされているか、またはリリース キーがインストールされていない状態で動
作している場合、システムの機能はクラスタリングなしの 1 つのスタンドアロン会議ブリッジに制限されます。リリース キーおよびオプション
キーを入手してサポートされる機能をアップグレードするには、シスコの代理店にお問い合わせください。
リリース キーやオプション キーを購入してより広い範囲の機能セットを利用するには、TelePresence Conductor のシリアル番号
（[Maintenance] > [Option keys] で表示）を確認のうえ、シスコのサポート担当者にお問い合わせください。

ここでは、TelePresence Conductor と連携して動作するよう設定する必要がある他のデバイスに関する情報、ダイヤル プランの設計方
法、および設定の概要について説明します。
TelePresence Conductor で使用するための会議ブリッジの設定 ......................................................... 14
TelePresence Conductor で使用するためのコール制御デバイスの設定 .............................................. 15
TelePresence Conductor で使用するためのエンドポイントの設定 ....................................................... 15
ダイヤル プランの設計 ..................................................................................................................... 15
会議タイプの概要 ............................................................................................................................ 17
会議のプロビジョニング..................................................................................................................... 18
会議のスケジューリング .................................................................................................................... 19
設定の概要 ..................................................................................................................................... 23
設定の制限値 ................................................................................................................................. 28

TelePresence Conductor で使用するための会議ブリッジの設定
会議ブリッジは、マルチポイント会議の参加者をホストするために使用されます。
TelePresence Conductor のこのバージョンは、会議ブリッジ タイプとして Cisco TelePresence MCU（バージョン 4.2 以降）および
Cisco TelePresence Server（バージョン 3.0 以降）をサポートします。すべての機能をサポートするため、TelePresence MCU および
TelePresence Server の最新のソフトウェア バージョンを実行することを推奨します。
TelePresence Conductor が管理するすべての会議ブリッジは、同じ設定を持つ 1 種類の会議ブリッジを含む会議ブリッジ プールに追加
する必要があります。TelePresence Conductor は、会議ブリッジのプールを 1 つの会議ブリッジ リソースとして扱うことで、使用可能な容
量を増やし、冗長性を提供します。TelePresence Conductor は、会議リソースに対する要求を受信すると、会議がホストされる会議ブリッ
ジを決定します。
TelePresence Conductor により制御されるすべての TelePresence Server を、[Remotely managed] モードで動作するように設定す
る必要があります。
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1 つの会議ブリッジ プール内のすべての会議ブリッジを、TelePresence Conductor に追加する前に同様に設定する必要があります。必
要な設定は、TelePresence Conductor が Cisco VCS または Unified CM を使用する設定に導入されるかどうかによって異なります。
Cisco VCS が導入されている場合の会議ブリッジの設定については、『Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (Policy
Service) Deployment Guide』または『Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide』を参照してく
ださい。
Unified CM が導入されている場合の会議ブリッジの設定については、『Cisco TelePresence Conductor with Cisco Unified
Communications Manager Deployment Guide』を参照してください。

TelePresence Conductor で使用するためのコール制御デバイスの設定
コール制御デバイスは、SIP や H.323 デバイス間の通信を制御するために使用されます。
TelePresence Conductor のこのバージョンでは、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）バージョン 10.5(2) 以降お
よび Cisco TelePresence Video Communication Server（VCS）バージョン X8.5.3 以降のコール制御デバイスがサポートされます。す
べての機能をサポートするため、Unified CMs および Cisco VCS の最新のソフトウェア バージョンを実行することを推奨します。
Cisco VCS は、次の 2 つのタイプの導入でサポートされます。


Cisco VCS の外部ポリシー サービス インターフェイスを使用する
この方法は、TelePresence Conductor ソフトウェアの今後のバージョンでは廃止される可能性があります。
詳細については、『Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide』を参照してください。



TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用する
この方法には、Cisco VCS と TelePresence Conductor の間に SIP トランクが必要です。これは、より推奨される使用方法です。
詳細については、『Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide』を参照してください。

TelePresence Conductor で使用するための Unified CM の設定の詳細については、『Cisco TelePresence Conductor with Cisco
Unified Communications Manager Deployment Guide』を参照してください。

TelePresence Conductor で使用するためのエンドポイントの設定
エンドポイント ユーザが会議エイリアスにダイヤルできるようにするために、特別な設定をエンドポイントでする必要はありません。ダイヤル
プランが適切に設定されていて、エンドポイントが Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco VCS）または Cisco
Unified Communications Manager（Unified CM）に正常に登録できる限り、エンドポイントは TelePresence Conductor を使用するこ
とができます。
ただし、SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントでダイヤル動作が異なることを覚えておく必要があります。両方のタイプを含む導入の場
合は、会議エイリアスとダイヤル プランがこれをサポートするよう設定されていることを確認してください。

ダイヤル プランの設計
ダイヤル プランについて
ダイヤル プランは、ビデオ ネットワーク内のダイヤル エイリアスとコール ルートを定義します。ダイヤル プランを適切に設計することは、良
好な音声/ビデオ ネットワークを実現する上での主要要素です。多くのユーザとサービスを追加した場合に、ネットワークを拡張する能力を
維持しながら、ユーザが簡単かつ直感的にコールを実行できるものである必要があります。
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全体的な考慮事項
ネットワークに Cisco TelePresence Conductor を追加する前に、Cisco VCS または Unified CM のダイヤル プランが以下の要件を満
たしているかを確認してください。
エリア
Conference
aliases

説明
ユーザが会議を開催したり会議に参加するためにダイヤルするエイリアスです。
プレフィックス一致または完全一致する会議エイリアスは、TelePresence Conductor にルーティングされる必要があ
ります。ダイヤル プランがこれらのプレフィックスを適切にルーティングすることを確認してください。
詳細は、「会議エイリアスの作成と編集」（79 ページ）を参照してください。

Conference
names
Recording
device

ホストの会議ブリッジで使用されている各会議の名前です。
詳細は、「Conference name」（79 ページ）を参照してください。
TelePresence Conductor の自動ダイヤル参加者機能を使用すると、会議に録音デバイスを自動的に追加するこ
とができます。この機能を使用するには、ダイヤル プランが録音デバイスに特定のエイリアスを転送する必要があり
ます。
詳細は、「自動ダイヤル参加者の作成と編集」（80 ページ）を参照してください。

Cisco VCS のみの導入での考慮事項
エリア
Call Policy prefix

説明
（Cisco VCS の外部のポリシー サーバ インターフェイスを使用する場合のみ適用）
これを使用して、指定したユーザが会議を開催できるように、またはできないようにします。TelePresence
Conductor はこのプレフィックスを会議エイリアスに追加し、自身のコール ポリシーに照合するために、Cisco
VCS に要求を送り返します。
詳細は、「コール ポリシーの使用」（97 ページ）を参照してください。

Conference bridge
dial plan prefixes

（Cisco VCS の外部のポリシー サーバ インターフェイスを使用する場合のみ適用）
Cisco VCS により、TelePresence Conductor のプール内の会議ブリッジにコールをルーティングするために使
用されます。
会議ブリッジはそれぞれ一意のプレフィックスを持っている必要があります。それぞれのプレフィックスを Cisco
VCS で設定する必要があります。
詳細は、「ダイヤル プランのプレフィックス」（49 ページ）を参照してください。

SIP エンドポイントは URI の形式（たとえば name@domain）でのみコールを作成できます。発信者がコールの実行
Deployments with
both H.323 and SIP 時にドメインを指定しない場合、SIP エンドポイントは自動的に自身のドメインをダイヤルされた番号に追加します。
endpoints
したがって SIP エンドポイントから meet.alice とダイヤルした場合、meet.alice@domain に対して検索が実行さ
れます。H.323 エンドポイントはドメインを追加しません。したがって、H.323 エンドポイントから meet.alice とダ
イヤルした場合、コールは meet.alice に対して実行されます。
SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントの両方を含む実装の場合は、ユーザがどちらのタイプのエンドポイントか
らも会議エイリアスにダイヤルできるように会議エイリアスとダイヤル プランが設定されていることを確認する必要
があります。これを実現する方法として、以下があります。
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エリア

説明


Avoiding a dial plan
conflict

すべての会議エイリアスを URI の形式（たとえば meet.alice@example.com）で作成します。すべての
ユーザは、会議を開催したり会議に参加するためには、完全な URI をダイヤルする必要があります。



正規表現を使用して、ドメインが追加された、または追加されていない着信エイリアスに一致する会議エイ
リアスを作成します。例につては、「ドメインが付加されている、または付加されていないエイリアスの照合」
（171 ページ）を参照してください。



すべての会議エイリアスを URI の形式（たとえば、meet.alice@example.com）で作成し、ドメインを含ま
ないエイリアスにドメインを追加するよう、Cisco VCS でトランスフォームを設定します。これにより、すべて
のユーザは、エイリアスの名前部分のみ（たとえば、meet.alice）をダイヤルするだけで会議を開催したり
参加できるようになります。

（Cisco VCS の外部のポリシー サーバ インターフェイスを使用する場合のみ適用）
Cisco VCS は適切な宛先（たとえば、TelePresence Conductor、TelePresence MCU、他の Cisco VCS、また
はエンドポイント）にコールをルーティングする役割を果たします。これは、ダイヤルされるエイリアスや要求の送信
元などの要因に基づいて、ゾーンおよびポリシー サーバに検索要求をマッピングする検索ルールを使用することに
よって行われます。
Cisco VCS で検索ルールを作成する際は、それらが以下のように十分に固有であることを確認してください。


すべての会議エイリアスは、TelePresence Conductor のみにルーティングする



いずれかの会議ブリッジのダイヤル プラン プレフィックスから開始されるコールはすべて、指定された会議
ブリッジだけにルーティングする



TelePresence Conductor のコール ポリシー プレフィックスから開始されるコールはすべて、
TelePresence Conductor のみにルーティングし、同じプレフィックスから開始される会議エイリアスは存
在しない。

会議エイリアス、会議ブリッジのダイヤル プラン プレフィックス、または TelePresence Conductor のコール ポリ
シー プレフィックスで登録できるエンドポイントがないことも確認します。これは、登録許可、または登録拒否リストを
使用して行うことができます。

Cisco VCS でトランスフォームを作成し、検索ルールを設定する方法の詳細については、『Cisco TelePresence Video Communication
Server Administrator Guide』を参照してください。

会議タイプの概要
TelePresence Conductor で管理される会議は、次のタイプのいずれかです。


アドホック会議
Unified CM に登録されたエンドポイントのユーザにより、2 つ以上のエンドポイントが 1 つの会議にまとめられている、スケジュー
ルされていない突発的な会議。



マルチウェイ会議
Cisco VCS に登録されたエンドポイントのユーザにより、2 つ以上のエンドポイントが 1 つの会議にまとめられている、スケジュー
ルされていない突発的な会議。



ランデブー会議/CMR
ホストが事前に会議エイリアスを把握しているスケジュールされていない会議。エイリアスがすべての参加者と共有されている必要
があります。参加者はいつでも参加でき、スケジュールされた終了時間はありません。
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ランデブー会議は、次の 2 つの方法で設定することができます。





TelePresence Conductor の Web インターフェイスで、正規表現のマッチングを使用する会議テンプレートと関連する会議エ
イリアスとを設定する



TelePresence Conductor のプロビジョニング API で、Cisco TMS などの管理ツールを使用して、関連する直接一致のエイリ
アスにより CMR をプロビジョニングする

スケジュールされた会議
開始時刻と終了時刻が固定さてている会議。TelePresence Conductor の Web インターフェイスで会議を直接スケジュールする
ことはできません。会議の設定およびスケジューリングは、Cisco TMS などの管理ツールを使用して行うことができます。

会議のプロビジョニング
会議のプロビジョニングは、TelePresence Conductor で Cisco TMS などの管理ツールを使用して行うことができます。管理ツールでは、
『Cisco TelePresence Conductor API Guide』で定義されている TelePresence Conductor のプロビジョニング API（バージョン XC2.3
以降）を使用する必要があります。
会議をプロビジョニングする管理ツールでは、ConfBundle オブジェクトを設定します。これは、Cisco TMS 上で Collaboration Meeting
Rooms（CMR）と呼ばれ、1 つ以上の関連するエイリアス、オプションで 1 つ以上の関連する自動ダイヤル参加者を含みます。
注：Web インターフェイスで設定される会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者は、CMR に関連付けられたエイリアスおよび自動ダイヤ
ル参加者とは別個であり、TelePresence Conductor のプロビジョニング API によって会議をプロビジョニングするのに使用されます。
[Collaboration meeting room] ページ（[Status] > [Provisioning] > [Collaboration meeting room]）では、1 つ以上の CMR を検索し
て特定の CMR の詳細を確認できます。「Collaboration Meeting Room の検索」（115 ページ）を参照してください。
TelePresence Conductor の [Conferences status] ページ（[Status] > [Conferences]）には、Web インターフェイスによって設定され
たか、または API によってプロビジョニングされたかに関わりなく、この TelePresence Conductor によって現在管理されているすべての
会議が表示されます。
CMR 用の情報は、TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定される会議用の情報とは別個のものです。CMR 用の情報
は、TelePresence Conductor の Web インターフェイスでは編集できません。また、TelePresence Conductor の API によって作成さ
れたオブジェクトを使用する TelePresence Conductor の Web インターフェイスでは、会議を設定することができません。たとえば、API
でプロビジョニングされた会議エイリアスを Web インターフェイスで設定された会議で使用することはできません。
このルールの例外として、TelePresence Conductor の Web インターフェイスで作成され、CMR または会議テンプレートのいずれかで使
用できるサービス設定があります。
プロビジョニング API でプロビジョニングされたすべての会議エイリアスは、会議名を検出するのに完全一致を適用します。Web インター
フェイスで設定されたすべての会議エイリアスは、会議名を検出するのに正規表現（RegEx）を適用します。
完全一致のエイリアス文字列は大文字と小文字は区別されません。これらは小文字の文字列として TelePresence Conductor に保存さ
れ、大文字小文字のいずれかを使用してエンドポイントに入力されたダイヤル文字列と照合されます。正規表現のエイリアス文字列は大文
字と小文字が区別され、Web インターフェイスに入力されたものと同種の文字（大文字または小文字）を使用してエンドポイントに入力され
た文字列と照合されます。
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会議のスケジューリング
スケジュール済みの会議は、TelePresence Conductor で Cisco TMS などの管理ツールを使用して開催することができます。管理ツー
ルでは、TelePresence Conductor 用の API を使用する必要があります。これは、『Cisco TelePresence Conductor API Guide』で定
義されています。
TelePresence Conductor の API を使用して API クライアントは以下を行うことができます。


特定のサービス設定用に設定されている会議ブリッジの容量を要求する（これには、会議ブリッジが現在会議に使用されているか
どうかに関わらず、スケジュールに使用するようマークされたプール内の会議ブリッジが含まれます）



特定のエイリアスが特定のサービス設定を使用して会議にダイヤルインした場合に必要となるリソースを要求する（これには単発的
な会議ごとのコストと参加者ごとのコストが含まれます）



容量の API 要求で返されたリソースの使用をスケジュールする（TelePresence Conductor から独立して行う）



TelePresence Conductor で、スケジュールした時間に会議を開催（および削除）する

TelePresence Conductor で直接会議をスケジュールすることはできません。
TelePresence Conductor で、会議ブリッジは、それがスケジュールされている会議とスケジュールされていない会議のどちらに使用され
るかで区別されません。ただし、スケジュールに使用する会議ブリッジ プールをマークすることができます。これは、TelePresence
Conductor のユーザ インターフェイスの [Service Preference] ページで実行できます。キャパシティ情報を要求する API クライアントに
は、スケジュール用にマークされたプールだけが返されます。詳細については、「スケジュールに使用するプールのマーキング」（56 ペー
ジ）を参照してください。
注：スケジュール専用の会議ブリッジ プールを設定する場合は、次の事項が推奨されます。


会議ブリッジ プールに、スケジュール済み会議専用であることを示す名前を付けます。



プールが単一のサービス設定にだけ使用されることを確認します。



サービス設定が CMR またはアドホック会議に使用されないことを確認します。

TelePresence Conductor では、スケジューリングをサポートするさまざまなシナリオを設定できます。いくつかのサンプル シナリオで必要
な設定、利点と欠点について、以下で詳しく説明します。
注：TelePresence Conductor 内で会議ブリッジを「バックアップ」としてマークすることはできません。より優先順位の高いブリッジがいっぱ
いになると、TelePresence Conductor はサービス設定内で次に使用可能な会議ブリッジを自動的に使用します。
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表 1：スケジューリング シナリオの比較
サービス設定の 設定
内容
例 1 スケジュール済 1 つの会議ブリッジが含まれている 1 つの
み会議の専用ブ プール。
リッジ
プールは TelePresence Conductor サービス
設定でスケジュールに使用されるとマークが付
けられます。プールは、容量情報要求で Cisco
TMS にレポートされます。

例2





例3





スケ
ジュール
済み会議
の専用ブ
リッジ
専用バッ
クアップ
ブリッジ

スケ
ジュール
済み会議
の専用ブ
リッジ
スケ
ジュール
済み会議
とスケ
ジュール
されない
会議の両
方のため
の共用
バック
アップ ブ
リッジ

2 つのプール。
両方のプールに 1 つの会議ブリッジが含まれ
ます。優先度が最も高いプールのブリッジで障
害が発生すると、2 番目のプールがバックアッ
プとして使用されます。

利点

欠点

会議が利用可能であるこ
とが保証されます（ただし
ブリッジでの障害（または
容量がいっぱいになるこ
と）が発生する場合はそ
の限りではありません）。

スケジューリング専用に 1 つの
会議ブリッジが使用されます。

Cisco TMS はブリッジ
がいっぱいになるまで
ポートを予約するため、
リソースを最大限に使用
できます。
例 1 と同様、ブリッジで障 スケジューリング専用に 2 つの
害が発生した場合の
会議ブリッジを使用します。
フォールバックのメリットが
バックアップ リソースを消費し
あります。
ます。

1 番目のプールだけが TelePresence
Conductor サービス設定でスケジューリング用
としてマークされ、Cisco TMS に報告されます。
2 つ以上のプール。

例 1 と同様、ブリッジで
の障害発生時に他の
優先度が最も高いプールに、スケジュール済み プールに予備の容量が
会議に使用される 1 つのブリッジのみが含まれ あれば、フォールバック
ています。
のメリットが得られる可能
性があります。
その他のプールには、スケジュール済み会議と
スケジュールされない会議の両方に使用される
ブリッジ（スケジュール済み会議にはバックアッ
プとして使用される）が含まれています。
1 番目のプールだけが TelePresence
Conductor サービス設定でスケジューリン
グ用としてマークされ、Cisco TMS に報告さ
れます。
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会議のカスケードは発生しませ
ん。リソースを無駄に使用しない
ように、カスケードを無効にする
必要があります。

リソースを無駄に使用しないよう
に、カスケードを無効にする必要
があります。
スケジューリング専用に 1 つの
会議ブリッジが使用されます。
専用ブリッジでリソースを無駄に
使用しないように、カスケードを無
効にする必要があります。
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例4





例 1 と同様、ブリッジでの スケジューリング専用の会議ブリッ
障害発生時にフォールバッ ジを使用します。
優先度が最も高いプールに、スケジュール済み クのメリットが得られる可
会議に使用される 2 つ以上のブリッジが含まれ 能性があり、スケジュール スケジュール済み会議がカスケー
ています。関連付けられている会議テンプレート 済み会議でカスケードを使 ドされている場合、これらの会議で
でカスケードが有効に設定されます。
用している場合はリソース は共用プールのリソースが必要と
スケ
オーバーフローが発生し なることがあります。
ジュール その他のプールには、スケジュール済み会議と
ます。
済み会議 スケジュールされない会議の両方に使用される
とスケ
ブリッジ（スケジュール済み会議にはバックアッ 次の状況では、バック
ジュールさ プおよびオーバーフロー用として使用される）が
アップ プールのブリッジ
れない会 含まれています。オーバーフローを計画している
がスケジューリングに使
議の両方 場合は、Cisco TMS でサービス設定の
用されます。
のための [Capacity Adjustment] に 100 % よりも大き
 プール 1 ブリッジで
共用バッ な値を設定する必要があります。
障害が発生した。
クアップ
ブリッジ
1 番目のプールだけが TelePresence
 プール 1 のカス
スケ
ジュール
済み会議
の専用ブ
リッジ

2 つ以上のプール。

Conductor サービス設定でスケジューリング用
としてマークされ、Cisco TMS に報告されます。

例5

スケジュール済
み会議とスケ
ジュールされない
会議のための共
用ブリッジ

スケジュール済み会議とスケジュールされない
会議で共有される 1 つ以上のプール。

ケードで、Cisco
TMS がスケジュー
ル用であると認識し
ているブリッジ リ
ソースすべてが使
用された。

会議のカスケードが可能 スケジュール済み会議に対してリ
（有効にされている場合）。 ソースが使用可能であることは保
証されません（スケジュールされ
すべてのプールは TelePresence Conductor 対象を絞ったブリッジ リ
ない会議によりリソースがすべて
サービス設定でスケジューリング用としてマーク ソース管理。時間をかけ
使用される可能性があります）。こ
て使用パターンのモニタリ のリスクを軽減するには、Cisco
され、Cisco TMS に報告されます。
ングを行うことによって、
TMS で容量調整機能を使用して
最適なプール設定を識別 サービス設定のリソースをアン
できます。
ダーサブスクライブします。
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図 2：各スケジューリング シナリオを示す図
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会議のリソース要求の計算
個々の会議のリソース要求を計算する際、次の項目を考慮する必要があります。


コンテンツがイネーブルか



ポート カスケードの数



プール内の会議デバイスの数



参加者数



会議デバイスのタイプ（MCU または TelePresence Server）

たとえば、3 つの MCU、2 つのカスケード ポート、およびイネーブル化されたコンテンツを含むプールには、n+7 ポートが必要です（n = 参
加者数）。
このシナリオでは、7 人の参加者を持つ会議の場合、14 ポートが必要です。

コンフィギュレーションの概要
TelePresence Conductor は、複数の Cisco VCS または Unified CM またはそれらの組み合わせによって導入することができます。
TelePresence Conductor に必要な設定は導入によって異なります。

Cisco VCS 導入での TelePresence Conductor の設定
Cisco VCS の導入では、だれかが事前に定義された会議エイリアス、たとえば learn.math@example.com をダイヤルすると、ランデ
ブー会議が作成されます。これを有効にするには、まず、ダイヤルできるエイリアスを定義し、会議の作成時に各会議に適用される設定を
定義する必要があります。
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Cisco VCS の外部ポリシー サービス インターフェイスを使用するランデブー会議の設定

Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用して、Cisco VCS 導入でランデブー会議を設定するには、以下のステップに従
います。
1.

この TelePresence Conductor とともに使用するすべての Cisco VCS および会議ブリッジが適切に連携動作し、『Cisco
TelePresence Conductor with Cisco TelePresence Video Communication Server Deployment Guide』の説明に従って設
定されていることを確認します。

2.

TelePresence Conductor で会議に使用される会議ブリッジのプールを 1 つ以上作成します。

3.

プールに会議ブリッジを追加します。各プールには尐なくとも 1 つの会議ブリッジを含める必要があります。

4.

尐なくとも 1 つのサービス設定を設定し、大量のリソースが必要な場合に会議ブリッジ プールを使用する順序を定義します。

5.

会議のテンプレートを作成します。テンプレートによって、会議がミーティング（すべての参加者が同じ会議エイリアスを使用してダイ
ヤルし、同じ権限を持つ）であるのか、またはレクチャー（ホストとゲストが異なるエイリアスを使用してダイヤルし、異なる権限を持
つ）であるかが決定されます。

6.

会議用の会議エイリアスを定義します。1 つの会議が複数のエイリアスを持つことができ、レクチャーには尐なくとも 2 つのエイリア
ス（ホスト用に 1 つ、ゲスト用に 1 つ）が必要です。

7.

オプションで、会議の開始時に会議ブリッジによりコールする自動ダイヤル参加者を定義します。これらの参加者は、個々のエンド
ポイント、FindMe ID、録音デバイスまたは音声ブリッジにすることもできます。
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TelePresence Conductor の B2BUA を使用するランデブー会議の設定

TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用して、Cisco VCS 導入でランデブー会議を設定する
には、以下のステップに従います。
1.

この TelePresence Conductor とともに使用するすべての Cisco VCS および会議ブリッジが適切に連携動作し、『Cisco
TelePresence Conductor with Cisco TelePresence Video Communication Server (B2BUA) Deployment Guide』の説明
に従って設定されていることを確認します。

2.

TelePresence Conductor でランデブー会議を作成するために、Cisco VCS と接続するローカル ランデブー FQDN を 1 つ追加
します。
注：内部認証局を使用している場合は IP アドレスを使用できます。

3.

SIP トランク経由で TelePresence Conductor と接続されるすべての Cisco VCS 用にロケーションを 1 つ追加します。各ロケー
ションは、ローカル ランデブー FQDN アドレスとトランク IP アドレス、会議ブリッジからのアウトバウンド ランデブー コールに使用さ
れる Cisco VCS のプロトコルおよびポートを参照します。

4.

TelePresence Conductor で会議に使用される会議ブリッジのプールを 1 つ以上作成します。Cisco VCS に登録している参加者
へのアウトバウンド コールを実行する会議ブリッジを含む各プールは、ロケーションを参照する必要があります。

5.

プールに会議ブリッジを追加します。各プールには尐なくとも 1 つの会議ブリッジを含める必要があります。会議ブリッジは、定義さ
れた TLS 用の正しい SIP ポートを持つ必要があります。デフォルトの SIP ポートは 5061 です。

6.

尐なくとも 1 つのサービス設定を設定し、大量のリソースが必要な場合に会議ブリッジ プールを使用する順序を定義します。

7.

会議のテンプレートを作成します。テンプレートによって、会議がミーティング（すべての参加者が同じ会議エイリアスを使用してダイ
ヤルし、同じ権限を持つ）であるのか、またはレクチャー（ホストとゲストが異なるエイリアスを使用してダイヤルし、異なる権限を持
つ）であるかが決定されます。
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8.

会議用の会議エイリアスを定義します。1 つの会議が複数のエイリアスを持つことができ、レクチャーには尐なくとも 2 つのエイリア
ス（ホスト用に 1 つ、ゲスト用に 1 つ）が必要です。

9.

オプションで、会議の開始時に会議ブリッジによりコールする自動ダイヤル参加者を定義します。これらの参加者は、個々のエンド
ポイント、FindMe ID、録音デバイスまたは音声ブリッジにすることもできます。

Unified CM 導入での TelePresence Conductor の設定
Unified CM 導入では、ランデブー会議とアドホック会議の両方を設定できます。ランデブー会議は、だれかが事前に定義された会議エイリア
スをダイヤルすると開始されます。アドホック会議は、コール内の 2 人の参加者が他の参加者を突発的な会議に追加すると開始されます。

ランデブー会議の設定

Unified CM 導入でランデブー会議を設定するには、以下のステップに従います。
1.

この TelePresence Conductor とともに使用するすべての Unified CM および会議ブリッジが適切に連携動作し、『Cisco
TelePresence Conductor with Cisco Unified Communications Manager Deployment Guide』の説明に従って設定されてい
ることを確認します。

2.

TelePresence Conductor でランデブー会議を作成するために、Unified CM と接続するローカル ランデブー FQDN をすべて追
加します。

3.

ランデブー会議を作成するすべての場所用にロケーションを追加します。各ロケーションは、ローカル ランデブー FQDN アドレスと
トランク IP アドレス、会議ブリッジからのアウトバウンド ランデブー コールに使用される Unified CM のプロトコルおよびポートを参
照します。

4.

TelePresence Conductor で会議に使用される会議ブリッジのプールを 1 つ以上作成します。Unified CM に登録している参加
者へのアウトバウンド コールを実行する会議ブリッジを含む各プールは、ロケーションを参照する必要があります。
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5.

プールに会議ブリッジを追加します。各プールには尐なくとも 1 つの会議ブリッジを含める必要があります。会議ブリッジは、定義さ
れた TLS 用の正しい SIP ポートを持つ必要があります。デフォルトの SIP ポートは 5061 です。

6.

尐なくとも 1 つのサービス設定を設定し、大量のリソースが必要な場合に会議ブリッジ プールを使用する順序を定義します。

7.

会議のテンプレートを作成します。テンプレートによって、会議がミーティング（すべての参加者が同じ会議エイリアスを使用してダイ
ヤルし、同じ権限を持つ）であるのか、またはレクチャー（ホストとゲストが異なるエイリアスを使用してダイヤルし、異なる権限を持
つ）であるかが決定されます。

8.

会議用の会議エイリアスを定義します。1 つの会議が複数のエイリアスを持つことができ、レクチャーには尐なくとも 2 つのエイリア
ス（ホスト用に 1 つ、ゲスト用に 1 つ）が必要です。

9.

オプションで、会議の開始時に会議ブリッジによりコールする自動ダイヤル参加者を定義します。これらの参加者は、個々のエンド
ポイント、FindMe ID、録音デバイスまたは音声ブリッジにすることもできます。

アドホック会議の設定
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Unified CM 導入でアドホック会議を設定するには、以下のステップに従います。
1.

この TelePresence Conductor とともに使用するすべての Unified CM および会議ブリッジが適切に連携動作し、『Cisco
TelePresence Conductor with Cisco Unified Communications Manager Deployment Guide』の説明に従って設定されてい
ることを確認します。

2.

TelePresence Conductor でアドホック会議を作成するために、Unified CM と接続するローカルアドホック FQDN をすべて追加
します。

3.

TelePresence Conductor で会議に使用される会議ブリッジのプールを 1 つ以上作成します。

4.

プールに会議ブリッジを追加します。各プールには尐なくとも 1 つの会議ブリッジを含める必要があります。会議ブリッジは、定義さ
れた TLS 用の正しい SIP ポートを持つ必要があります。デフォルトの SIP ポートは 5061 です。

5.

尐なくとも 1 つのサービス設定を設定し、大量のリソースが必要な場合に会議ブリッジ プールを使用する順序を定義します。

6.

会議のテンプレートを作成します。

7.

アドホック会議を作成するすべての場所用にロケーションを追加または更新します。各ロケーションは、ローカル アドホック FQDN
と会議テンプレートを参照します。

設定の制限値
一般設定の制限
設定項目
カンファレンス ブリッジ

制限
フル機能の TelePresence Conductor：30
TelePresence Conductor Select：30
TelePresence Conductor Essentials：1

Total number of calls

フル機能の TelePresence Conductor：2,400
TelePresence Conductor Select：50
TelePresence Conductor Essentials：会議ブリッジでサポートさ
れるコール数

Maximum participants per
conference

2,342

TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定される会議の設定制限
設定項目
Conference templates
Conference aliases (regex)
Auto-dialed participants
Locations

制限
1,000
1,000
1,000
30

28

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

TelePresence Conductor のプロビジョニング API で設定される会議の設定制限
設定項目
Conference bundles (CMRs)
Direct match aliases

制限
100,000
ConfBundle/CMR あたり 10
合計 200,000

Auto-dialed participants

ConfBundle/CMR あたり 10
合計 100,000

[System Settings]
ここでは、TelePresence Conductor のシステム設定（[System] メニューからアクセス可能）を設定する方法について設定します。
システム管理の設定......................................................................................................................... 29
イーサネットの設定 .......................................................................................................................... 33
IP の設定 ....................................................................................................................................... 33
DNS の設定 ................................................................................................................................... 34
時刻の設定 ..................................................................................................................................... 35
SNMP の設定 ................................................................................................................................. 37
ファイアウォール ルールの設定 ......................................................................................................... 39
現在アクティブなファイアウォール ルール ............................................................................................ 41
自動化された侵入からの保護の設定 .................................................................................................. 42
ログイン ページの設定 ..................................................................................................................... 45

システム管理の設定
TelePresence Conductor の管理のほとんどは、Web インターフェイスを使用して実行できます。[System Administration] ページ
（[System] > [Administration]）は、管理者が使用できる追加の管理オプションを設定するのに使用します。
注：tsh は TelePresence Conductor でサポートされておらず、使用できません。
シリアル ケーブルでユニットに直接接続されている PC によって TelePresence Conductor を制御することもできます。シリアル ケーブル
ではルート アクセスのみ使用できます。
シリアル ポートにアクセスするとパスワードのリセットが許可されるため、物理的に安全な環境に TelePresence Conductor をインストー
ルすることをお勧めします。
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設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Services
Serial port /
console
SSH service
LCD panel

説明

使用方法のヒント

シリアル ポート（物理システム用）または VMware コンソール（仮想 ルートまたは管理者パスワードをリセットする
マシン用）経由でローカルにシステムにアクセスできるかどうか。デ pwrec コマンドは、リブート後の 1 分間、たとえシ
リアル ポートがオフになっていても使用できます。
フォルトは [On] です。
TelePresence Conductor に、SSH および SCP 経由でアクセス
できるかどうか。デフォルトは [On] です。
TelePresence Conductor ユニット前面の LCD パネルに情報が 前面パネルを使用した TelePresence
表示されるかどうか（アプライアンス TelePresence Conductor を Conductor の設定の詳細については、「前面パ
使用している場合）。
ネルを使用した TelePresence Conductor の
設定」を参照してください。
On：LCD パネルに、製品名（Cisco TelePresence Conductor）、
LAN 1 IPv4 アドレス、およびユニットに適用されるアラームが表示
されます。IP 設定を設定し、LCD パネルで TelePresence
Conductor ユニットをリブートすることも可能です。
[Off]：LCD パネルに、Cisco と表示されます。
デフォルトは [On] です。

Web interface
(over HTTPS)

TelePresence Conductor に、Web インターフェイス経由でアクセ
スできるかどうか。デフォルトは [On] です。

Session limits
Session time out 管理セッション（シリアル ポート、HTTPS、または SSH）がタイムア
ウトになる前に、管理セッションが非アクティブになる期間（分）。デ
フォルトは 30 分です。
個々の管理者アカウントが各 TelePresence Conductor で許可さ これには、Web、SSH、およびシリアル セッショ
Per-account
session limit
れる同時セッションの数。
ンが含まれます。
値を 0 にすると、セッション制限はオフになります。
System session
limit

各 TelePresence Conductor で許可される同時管理者セッション これには、Web、SSH、およびシリアル セッショ
の最大数。
ンが含まれます。
値を 0 にすると、セッション制限はオフになります。

System protection
自動保護サービスがアクティブであるかどうか。デフォルトは [Off]
Automated
protection
です。
service
Cisco TMS などの管理システムが TelePresence Conductor を
Automatic
discovery
検出する方法を制御します。
protection
[Off]：自動検出が許可されます。
[On]：Cisco TMS が TelePresence Conductor を手動で検出す
るように設定する必要があります。管理者アカウントの資格情報を
入力する必要があります。
デフォルトは [On] です。
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フィールド
説明
Web server configuration
HTTP 要求を HTTPS ポートにリダイレクトするかどうかを指定しま
Redirect HTTP
requests to
す。デフォルトは [On] です。
HTTPS
Web ブラウザからこのサーバにアクセスするのに、セキュアな接続
HTTP Strict
Transport
のみを使用するかどうかを指定します。この機能を有効にすると、
Security (HSTS) 中間者攻撃（MITM）に対する保護が追加されます。

使用方法のヒント
HTTP 経由で機能にアクセスできるためには、
HTTPS も有効にする必要があります。
HSTS の詳細については、「HTTP Strict
Transport Security（HSTS）の設定」を参照して
ください。

On：Web サーバからのすべての応答は、有効期限が 1 年の
Strict Transport Security ヘッダーを追加されて送信されます。
[Off]：Strict Transport Security ヘッダーは送信されず、ブラウ
ザは通常どおり動作します。
デフォルトは [On] です。

HTTP Strict Transport Security（HSTS）の設定
HTTP Strict Transport Security（HSTS）は、Web サーバが Web ブラウザに対しセキュアな接続のみを使用して通信するよう強制する
機構を提供します。
2014 年 8 月現在、この機構は次のブラウザでサポートされています。


Chrome バージョン 4.0.211.0 以降



Firefox バージョン 4 以降

HSTS を有効にすると、HSTS をサポートするブラウザは以下のように動作します。


Web サイトへのセキュアでないリンクは、自動的にセキュアなリンクに置き替えられます（たとえば、http://example.com/page/
は、サーバにアクセスする前に、https://example.com/page/ に変更されます）。



接続がセキュアである（たとえば、サーバーの TLS 証明書が有効かつ信頼でき、期限切れでない）場合のみアクセスを許可します。

HSTS をサポートしないブラウザは、Strict-Transport-Security ヘッダーを無視し、以前と同じように動作します。サーバには以前と同様
にアクセスできます。
対応ブラウザは、完全修飾名で（IP アドレスではなく）サーバにアクセスする場合に、Strict-Transport-Security ヘッダーのみを尊重します。

前面パネルを使用した TelePresence Conductor の設定
（これは、アプライアンス TelePresence Conductor を使用している場合のみ適用されます。）
TelePresence Conductor の前面にある LCD パネルおよびボタンを使用すると、IP の設定と確認を行えるだけでなく、システムをリブート
できます。前面パネルを使用して初期設定を実行することは推奨されませんが、PC およびシリアル ケーブルにアクセスできない場合は、こ
の方法を使用する必要があります。
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デフォルトでは、通常動作中の TelePresence Conductor ユニットの前面パネルには、Cisco TelePresence Conductor のシステム名、
LAN 1 の IPv4 アドレス、およびアラーム（ユニットに適用される場合）が表示されます。
ステータス項目の表示を制御するには、次のように行います。


Enter を押すと、ステータス項目の自動切り替え表示が停止します。これは、アラーム メッセージすべてを確認する必要があるとき
に便利です。切り替え表示を再開するには、Enter を再度押します。



↑/↓ を押すと、前または次のステータス項目が表示されます。

前面パネルのメニュー オプションにアクセスするには、ESC を押します。メニュー オプションは次のとおりです。



↑/↓ を押すと、次のメニューまたはサブメニュー項目に移動します。



Enter を押すと、メニューまたはサブメニュー項目を選択します。



メニューから IP 設定を選択した場合は、次のようになります。







↑/↓ を押すと、現在選択されている桁の値が増加または減尐します。



Enter を押すと、カーソルが次の桁に移動し、最終の桁から移動すると変更が保存されます。



Esc を押すとすべての変更が取り消され、メニューに戻ります。

[Commands] サブメニューの場合は、次のようになります。


Enter を押すとコマンドが実行されます。



Esc を押すとメイン メニューに戻ります。

メニュー オプションを終了して切り替え画面に戻るには、Esc を押します。
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イーサネットの設定
[Ethernet] ページ（[System] > [Network interfaces] > [Ethernet]）を使用して、TelePresence Conductor とこれが接続しているイー
サネット ネットワーク間の接続速度を設定できます。接続の両端で、速度とデュプレックス モードが一致している必要があります。
デフォルトの [Speed] は [Auto] です。つまり、TelePresence Conductor と接続されたスイッチによって速度とデュプレックス モードが自
動的にネゴシエートされます。
注：接続されているスイッチに自動ネゴシエートの機能がない場合は、[Auto] にすることを推奨します。接続の両側で速度とデュプレックス
モードが一致していないと、パケットの損失が発生し、システムにアクセスできない可能性があります。

IP の設定
[IP] ページ（[System] > [Network interfaces] > [IP]）を使用して、TelePresence Conductor の IP 設定を設定できます。
IP 設定の変更を有効にするには、再起動する必要があります。

設定
TelePresence Conductor で使用するデフォルトの IPv4 ゲートウェイを設定できます。これは、TelePresence Conductor のローカル
サブネット内にはない IP アドレスの場合に、IP 要求が送信されるゲートウェイです。デフォルトの IPv4 ゲートウェイは 127.0.0.1 で、コ
ミッション プロセス時に変更する必要があります。

プライマリ LAN 1 の IP アドレス
LAN 1 は、TelePresence Conductor のプライマリ ネットワーク ポートです。
このポートに対し、プライマリ IPv4 アドレスとサブネット マスクを設定できます。デフォルト値は、それぞれ 192.168.0.100 と
255.255.255.0 です。IPv4 アドレスは、プロセスの実行中に変更する必要があります。IPv4 サブネット マスクは、必要に応じて変更し
ます。
最大伝送ユニット（MTU）は、ネットワーク インターフェイス経由で送信可能な最大イーサネット パケット サイズです。デフォルトは 1500
バイトです。
範囲は次のとおりです。


IPv4：576 ～ 9216 バイト

TelePresence Conductor がクラスタの一部である場合は、プライマリ LAN 1 の IP の設定は変更できません。

LAN 1 の追加アドレス
TelePresence Conductor の B2BUA を使用して TelePresence Conductor を Unified CM または Cisco VCS と連携動作する導入
を設定する場合は、アドホックまたはランデブー コール用に、LAN 1 に追加の IP アドレスを設定する必要があります。[IP] ページ
（[System] > [Network interfaces] > [IP]）で、最大 64 個の IP アドレスを追加できます。この IP アドレスはプライマリ IP アドレスと同じ
サブネット内になければなりません。各クラスタ ピアには、SIP トランク設定ごとに一意の IP アドレス セットがある必要があります。
公開認証局または HTTPS を使用している場合、追加の IP アドレスにも FQDN を設定する必要があります。
プライベート アドレスもサポートされますが、HTTPS 接続が不要な場合、またはプライベート認証局を使用する場合に限られます。
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Conductor の設定方法として、アドホックおよびランデブー アドレス用に FQDN を追加し、それらを公開認証局に追加することを推奨します。
すべての追加の IP アドレスを追加した後、変更を有効にするには、再起動する必要があります。
IP アドレスを追加する際、これをロケーションに割り当てることができます。

DNS の設定
[DNS] ページ（[System] > [DNS]）を使用して、TelePresence Conductor の DNS 設定および DNS サーバを設定できます。

DNS の設定
システム ホスト名
システム ホスト名は、TelePresence Conductor を認識する DNS ホスト名を定義します。これは完全修飾ドメイン名（FQDN）ではなく、単
にホストのラベル部分です。
名前には、文字、数字、ハイフン、および下線のみ使用できます。冒頭は文字、末尾は文字または数字にする必要があります。
下の表に、システム ホスト名がどこで使用されるか、またこれが設定されていない場合にどのような表示がされるかを示します。
場所
Web インターフェイス
ユニットの前面パネル（他のシステムとともにラックに設置されて
いる場合にも確認できます）

注意
設定されていない場合、代わりにシステムの IP アドレスが使用されます。
設定されていない場合、代わりにシステムの IP アドレスが使用されます。
システム ホスト名が 16 文字より長い場合、最後の 16 文字のみ前面
パネルに表示されます。

リモート ログ サーバ

設定されていない場合、リモート syslog サーバに TANDBERG のデ
フォルト名が表示されます。

注：システム ホスト名は、クラスタの各ピアで一意にする必要があります。
TelePresence Conductor に設定するシステム ホスト名は、一意で容易に識別できるものにすることを推奨します。

ドメイン名
[Domain name] は、非修飾サーバ アドレス（ldapserver など）の解決を試行するときに使用します。これは、クエリが DNS サーバに送
信される前に、非修飾のサーバ アドレスに付加されます。サーバ アドレスが完全修飾の場合（ldapserver.mydomain.com など）、または
IP アドレスの形式である場合は、DNS サーバに問い合わせるまではサーバ アドレスの後ろにドメイン名は追加されません。
TelePresence Conductor でドメイン名は次の設定に適用されます。


LDAP サーバ



NTP サーバ



リモート ロギング サーバ



会議ブリッジ

会議ブリッジには IP アドレスを使用し、すべてのサーバ アドレスに IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）を使用することを推奨し
ます。
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ドメイン名とローカルのシステム ホスト名を併用して、SIP メッセージ内の TelePresence Conductor への参照を識別することもできます。
注：TelePresence Conductor の FQDN はシステム ホスト名にドメイン名を加えたものです。

DNS サーバ
外部アドレス（たとえば LDAP および NTP サーバ、または会議ブリッジ）を指定している場合に IP アドレスではなく FQDN（完全修飾ドメイ
ン名）を使用するには、アドレス解決のために尐なくとも 1 つの DNS サーバを指定する必要があります。
注：DNS サーバを設定しない場合は、NTP 時刻が取得できるよう、IP アドレスを使用して NTP サーバが設定されていることを確認する必
要があります。これは、適切なシステム運用に NTP 時刻が不可欠であるためです。

デフォルト DNS サーバ
注：信頼性のために、尐なくとも 2 つの DNS サーバを指定することをお勧めします。そうしない場合、DNS が導入の単一障害点となる可
能性があります。
デフォルト DNS サーバは 3 つまで指定できます。デフォルトの DNS サーバは、ルックアップするドメインに定義されたドメイン単位の DNS
サーバがない場合に使用します。


TelePresence Conductor は同時に 1 つのサーバのクエリのみを行います。そのサーバが使用できない場合、TelePresence
Conductor はリストから他のサーバを試行します。



サーバが指定される順序は重要ではなく、TelePresence Conductor は直近に使用可能と認識したサーバの選択を試みます。

ドメイン別 DNS サーバ
3 つのデフォルト DNS サーバに加えて、指定したドメイン用に 3 つの追加の明示的 DNS サーバを指定できます。これは、特定のドメイン
階層が明示的部署にルーティングされる必要がある場合、導入で役に立ちます。
追加するドメイン別 DNS サーバの各アドレスに、最大 2 つのドメイン名を指定できます。これらのドメインでの DNS クエリは、デフォルト
DNS サーバではなく、指定した DNS サーバに転送されます。
追加のドメイン別 DNS サーバのアドレスを追加し、それを同じドメイン名に関連付けることにより、冗長性ドメイン別 DNS サーバを指定で
きます。このシナリオで、これらのドメインに対する DNS 要求は両方の DNS サーバに並行して送信されます。
ヒント：さらに、DNS 検索ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [DNS lookup]）を使用すると、どのドメイン ネーム
サーバ（DNS サーバ）が特定のホスト名に対する要求に応答しているかを確認することができます。

時刻の設定
[Time] ページ（[System] > [Time]）を使用して、TelePresence Conductor の NTP サーバを設定し、現地のタイム ゾーンを指定します。

NTP サーバの設定
NTP サーバは、時刻の精度を確実にするために、TelePresence Conductor が時刻の同期に使用するリモート サーバです。NTP サー
バは TelePresence Conductor に UTC 時刻を提供します。
正確な時刻は適切なシステム運用に不可欠です。
注：他の TelePresence Conductor のクラスタ内にある TelePresence Conductor の場合も、NTP サーバにアクセスできることが必要
です。
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システム時刻を同期する際に 1 つまたは複数の NTP サーバを使用するよう TelePresence Conductor を設定するには、システムの
DNS 設定に応じて次のいずれかの形式で、最大 5 つのアドレスを入力します（この設定は、[DNS] ページ（[System] > [DNS]）で確認で
きます）。


DNS サーバが設定されていない場合は、NTP サーバに IP アドレスを使用します。



1 つまたは複数の DNS サーバが設定されている場合、NTP サーバに FQDN または IP アドレスを使用できます。



1 台以上の DNS サーバの他に DNS ドメイン名が設定されている場合は、NTP サーバにサーバ名、FQDN、または IP アドレスを
使用できます。

個々の NTP サーバで認証方式を使用するよう設定するには、[Authentication] フィールドで次のオプションを使用します。
認証方式
説明
認証方式なし
Disabled
Private key 秘密キー認証。この方法を使用するとバックグラウンドに自動的に秘密キーが生成され、これを使用して NTP サーバに送信
されたメッセージが認証されます。
Symmetric 対称キー認証。この方法を使用する場合は、キー ID、ハッシュ方法、およびパス フレーズを指定する必要があります。値は、
key
NTP サーバの値と一致する必要があります。複数の NTP サーバが同じ値の組み合わせを持つように設定できます。別のパ
ス フレーズを指定する場合は、キー ID も一意にする必要があり、すでにこのデバイスで使用されているどのキー ID とも同じ
値にはできません。

NTP ステータス情報の表示
NTP サーバと TelePresence Conductor 間の同期状態は、[Status] 領域に次のように表示されます。


[Starting]：NTP サービスが開始されています。



Synchronized：TelePresence Conductor は NTP サーバから正確なシステム時刻を正常に取得しました。



Unsynchronized：TelePresence Conductor は NTP サーバから正確なシステム時刻を取得できませんでした。



Down：TelePresence Conductor の NTP クライアントが実行されていません。



[Reject]：NTP サービスが NTP 応答を受け入れていません。

更新内容がステータス テーブルに表示されるまで数分かかります。
その他のステータス情報には次のものがあります。
フィールド
NTP server
Condition

説明
要求に応答した実際の NTP サーバ。これは、NTP サーバのアドレス フィールド内の NTP サーバと異なる場合があります。
各 NTP サーバの相対的なランク付けが表示されます。正確な時刻を提供しているすべてのサーバには [Candidate] とい
うステータスが付与されます。これらのサーバのうち、TelePresence Conductor が最も正確な時刻を提供しているため、
使用しているサーバには、[sys.peer] というステータスが表示されます。

Flash

サーバのステータスに関する情報を示すコード。[00 ok] は、問題がないことを意味します。コードの詳細なリストについて
は、「フラッシュ ステータス ワード参照テーブル」（181 ページ）を参照してください。
現在の認証方式のステータスを示します。[ok]、[bad] または [none] のいずれかになります。[Authentication] を
[Disabled] に指定している場合は、[none] に指定されます。
NTP が特定した最後のイベントを表示します（たとえば、[reachable] や [sys_peer] など）。

NTP server
Event
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フィールド
説明
Reachability TelePresence Conductor と NTP サーバ間の 8 つの最新のコンタクトの試みの結果を示します。チェックは成功を示し、
バツは失敗を示します。最新の試みの結果が右側に表示されます。
NTP の設定が変更されるたびに NTP クライアントは再起動し、[Reachability] フィールドはすべてバツに戻ります。ただ
し、右側のインジケータには、再起動後の最初の接続の試みの結果が示されます。ただし、再起動プロセス中に NTP サー
バがコンタクト可能なままである場合もあります。
Offset
Delay
Stratum
Ref ID
Ref time

NTP サーバの時刻と TelePresence Conductor の時刻の差。
NTP サーバと TelePresence Conductor 間のネットワーク遅延。
TelePresence Conductor と基準クロックとの間隔の程度。1 は、NTP サーバが基準クロックであることを示します。
基準クロックを識別するコード。
NTP サーバが基準クロックと最後に通信した時刻。

このページの残りのフィールドの定義と NTP の詳細については、Network Time Protocol ウェブサイトを参照してください。

TelePresence Conductor の時刻表示とタイム ゾーン
Web インターフェイス全体で現地時間が使用されます。これは、画面下部のシステム情報バーに表示され、イベント ログの各行の先頭に
表示されるタイムスタンプを設定するために使用されます。
注：UTC タイムスタンプはイベント ログの各エントリの末尾に含められます。
内部的には、TelePresence Conductor はシステム時刻を UTC で維持します。これは、（NTP サーバが設定されている場合は）NTP
サーバを使用して同期された TelePresence Conductor のオペレーティング システム時刻に基づきます。NTP サーバが設定されていな
い場合、TelePresence Conductor は独自のオペレーティング システム時刻を使用して日時を決定します。
ローカル タイム ゾーンを指定することにより、TelePresence Conductor は、システムがある場所の現地時間を判別できるようになります。
これは、選択したタイム ゾーンに関連付けられた時間数で UTC 時間をオフセットすることにより実行されます。また、必要に応じて現地時
刻を夏時間に調整します。

SNMP の設定
[SNMP] ページ（[System] > [SNMP]）を使用して、TelePresence Conductor の SNMP 設定を設定できます。
Cisco TelePresence Management Suite（Cisco TMS）または HP OpenView などのツールを、SNMP Network Management
Systems（NMS）として機能させることができます。これらを使用して、TelePresence Conductor を含むネットワーク デバイスを、管理上
注意する必要のある状態かどうか、モニタすることができます。
TelePresence Conductor は、RFC 1213 で定義されている最もベーシックな MIB-II ツリー（1.3.6.1.2.1）をサポートしています。
TelePresence Conductor で使用できる情報には次のものがあります。


システム稼働時間



システム名



場所



連絡先



インターフェイス



ディスク領域、メモリ、その他の機器固有の統計情報
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デフォルトで SNMP は [Disabled] に設定されています。したがって、TelePresence Conductor を SNMP NMS（Cisco TMS を含む）に
よりモニタできるようにするには、[SNMP mode] で他のオプションを選択する必要があります。設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
SNMP mode

説明
SNMP サポートのレベルを制御します。

使用方法のヒント
セキュア SNMPv3 を使用する際に外部マネージャとして
Cisco TMS も使用する場合は、[v3 plus TMS support] を選
択する必要があります。

[Disabled]：SNMP サポートなし。
[v3 secure SNMP]：認証および暗号化をサポート。
[v3 plus TMS support]：OID 1.3.6.1.2.1.1.2.0
にのみセキュア SNMPv3 および非セキュア アク
セス。
[v2c]：非セキュアなコミュニティ ベースの SNMP。
SNMP で表示したときのシステムのカスタム説明。デ
フォルトは、カスタムの説明なし（空のフィールド）です。

このフィールドを空のままにすると、デフォルトの SNMP 説明
が使用されます。

Community name TelePresence Conductor の SNMP コミュニティ名。

[v2c] または [v3 plus TMS support] を使用している場合の
み適用されます。

Description

デフォルトは public です。
System
contact

TelePresence Conductor の問題に関して連絡でき [System contact] および [Location] は、クエリのフォロー
る担当者の名前。
アップ時に管理者により参照用に使用されます。
デフォルトは [Administrator] です。

TelePresence Conductor の物理的な場所を指定し
ます。
SNMP エージェントを SNMP マネージャに特定する [v3 secure SNMP] または [v3 plus TMS support] を使用し
Username
ている場合のみ適用されます。
のに使用される TelePresence Conductor の
SNMP ユーザ名。
[v3 Authentication] の設定（SNMPv3 にのみ適用可能）
Authentication SNMPv3 認証を有効または無効にします。
mode
認証クレデンシャルをハッシュするために使用される
Type
アルゴリズム。
Location

[SHA]：セキュア ハッシュ アルゴリズム。
[MD5]：メッセージダイジェスト アルゴリズム 5。
デフォルトは [SHA] です。
認証クレデンシャルの暗号化に使用するパスワード。 8 文字以上でなければなりません。
Password
[v3 Privacy] の設定（SNMPv3 にのみ適用可能）
SNMPv3 暗号化を有効または無効にします。
Privacy mode
メッセージの暗号化に使用されるセキュリティ モデル。
Type
[DES]：Data Encryption Standard、56 ビット暗号化
[AES]：Advanced Encryption Standard、128 ビッ
ト暗号化
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フィールド

説明

使用方法のヒント

可能であれば、デフォルトかつ推奨される設定は
[AES] です。
Password

8 文字以上でなければなりません。

メッセージの暗号化に使用するパスワード。

TelePresence Conductor は、SNMP トラップも SNMP セットもサポートしないため、SNMP により管理することができません。
注：SNMP は、関連する情報が潜在的に機密情報であるため、デフォルトでは無効になっています。内部システム情報の公開が望ましくな
い場合は、いかなる環境でもパブリック インターネットで TelePresence Conductor の SNMP を有効にしないでください。

ファイアウォール ルールの設定
ファイアウォール ルールにより、IP レベルで TelePresence Conductor へのアクセスを制御するよう IP テーブル ルールを設定すること
ができます。TelePresence Conductor でこのルールはグループに分類され、次の順序で適用されます。


動的システム ルール：これらのルールは、すべての確立された接続/属性を維持します。これらには、特定のアドレスをブロックする
など、自動検出機能によって挿入された任意のルールも含まれます。最終的に、ループバック インターフェイスからのアクセスを許
可するルールが含まれます。



設定不可能なアプリケーション ルール：たとえば、SNMP トラフィックを許可するなど、必要なすべてのアプリケーション固有のルー
ルを含みます。



ユーザが設定できるルール：TelePresence Conductor にアクセスできるものを調整（通常は制限）する、（本項で説明するように）
手動で設定されるファイアウォール ルールをすべて含みます。このグループには、TelePresence Conductor LAN 1 インターフェ
イス宛てのすべてのトラフィックを許可する最終的なルールがあります。

前のルールでは特に許可または拒否されていないブロードキャストまたはマルチキャスト トラフィックをドロップする、最終的な設定不可能
なルールもあります。
デフォルトで、TelePresence Conductor の特定の IP アドレスを宛先とするトラフィックはアクセスを許可されますが、そのトラフィックは、
TelePresence Conductor が明示的にリスニングされない場合、ドロップされます。仕様に対してシステムをロック ダウンするには、追加
のルールをアクティブに設定する必要があります。
アウトバウンド接続からのリターン トラフィックは常に受け入れられることに注意してください。
ユーザ設定ルール
ユーザ設定ルールは通常、TelePresence Conductor にアクセスできるものを制限するために使用します。次の作業を実行できます。


そこからのトラフィックを許可または拒否する、発信元 IP アドレスのサブネットを指定します。



拒否されたトラフィックをドロップするか却下するかを選択します。



SSH、HTTP/HTTPS などのよく知られたサービスを設定するか、トランスポート プロトコルとポート範囲に基づいてカスタマイズされ
たルールを指定します。



ルールを適用する優先順位を決定します。
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ファイアウォール ルールの設定およびアクティブ化
[Firewall rules configuration] ページを使用して、新しいファイアウォール ルール セットを設定およびアクティブ化することができます。
表示されたルール セットが最初に、現在アクティブなルールのコピーになります（ファイアウォール ルールが事前に定義されていないシステ
ムでは、リストは空で表示されます）。ルールの数が多い場合は、[Filter] オプションを使用して表示されるルール セットを限定できます。組
み込みのルールはこのリストに表示されないことに注意してください。
その後、新しいルールを追加するか、既存のルールを変更または削除して、ファイアウォール ルール セットを変更できます。この段階で現
在アクティブなルールに対して行われた変更は、保留状態で保持されます。必要なすべての変更を完了したら、以前の設定に置き換えて新
しいルールアクティブ化することができます。
新しいルールを設定およびアクティブ化するには、以下のステップに従います。
1.

[System] > [Protection] > [Firewall rules] > [Configuration] に移動します。

2.

新しいルールを追加するか、既存のルールを必要に応じて変更または削除することにより、変更を行います。
ルールの順序を変更するには、上下矢印キー

と

を使用して、隣接するルールのプライオリティを入れ替えます。

 新規または変更されたルールは [Pending]（[State] 列内）として表示されます。
 削除されたルールは、[Pending delete] として表示されます。
3.

新しいファイアウォール ルール セットを設定し終わったら、[Activate firewall rules] をクリックします。

4.

新しいルールをアクティブ化することを確認します。これにより、既存のアクティブなルール セットが設定したばかりのルール セット
に置き換えられます。
新しいルールをアクティブ化することを確認した後、これらは検証され、エラーがあれば報告されます。

5.

エラーがなければ、新しいルールが一時的にアクティブ化され、[Firewall rules confirmation]ページが表示されます。
ここで、15 秒以内に新しいルールを保存することを確認します。


[Accept changes] をクリックして永続的にルールを適用します。



15 秒の制限時間を過ぎてしまうか、または [Rollback changes] をクリックすると、以前のルールが復帰し、設定ページに戻り
ます。
15 秒の時間制限によって実行される自動ロールバック機能により、新しいルールが適用された後でも、変更がアクティブ化され
たクライアント システムは、以前と同様にシステムにアクセスできます。クライアント システムが（Web インターフェイスにアクセ
スできなくなったために）変更を確認できない場合、ロールバックにより、再びシステムにアクセスできるようになることが確認され
ます。

40

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

ルール設定
各ルールの設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Priority

説明
ファイアウォール ルールを適用する
順序。

使用方法のヒント
最もプライオリティの高いルール（1、次が 2、その次が 3 など）が最初に適用さ
れます。
ファイアウォール ルールのプライオリティは一意にする必要があります。同じプ
ライオリティが複数のルールに設定されている場合、ルールのアクティブ化は
失敗します。

[IP address] およ これら 2 つのフィールドによって、ルー [Address range] フィールドに、[IP address] と [Prefix length] の設定の組
び [Prefix
ルが適用される IP アドレスの範囲が決 み合わせに基づく、ルールが適用される IP アドレスの範囲が表示されます。
定されます。
length]
IPv4 アドレスでは、プレフィックス長の範囲は 0 ～ 32 です。
ルールが適用されるサービスを選択す
るか、[Custom] を選択して、独自のト
ランスポート タイプとポート範囲を指定
します。
ルールが適用されるトランスポート プロ
トコル。

サービスの宛先ポートが後に TelePresence Conductor で（たとえば 80 か
ら 8080 に）再設定される場合、古いポート番号を含むファイアウォール ルー
ルは自動的に更新されないことに注意してください。

[Start Port] およ ルールが適用されるポート範囲。
び [End Port]
ルールに一致する IP トラフィックに対し
Action
て実行されるアクション。

UDP または TCP の [Custom] サービスを指定している場合のみ適用されま
す。
トラフィックをドロップすると、潜在的な攻撃者には、どのデバイスがパケット
をフィルタリングするか、またその理由などの情報が提供されません。

Priority

Transport

サービスを [Custom] に指定している場合のみ適用されます。

[Allow]：トラフィックを受け入れます。

導入の環境をセキュアにするため、まずすべてのサービスへのアクセスを拒否
するプライオリティの低いルール セット（たとえばプライオリティ 50000）を設定
[Drop]：送信者に応答せずにトラフィッ してから、特定の IP アドレスへのアクセスを選択的に許可するプライオリティの
クをドロップします。
より高いルール（たとえばプライオリティ 20）を設定することができます。
[Reject]：「unreachable」という応答に
よりトラフィックを拒否します。
Priority

（オプション）ファイアウォール ルールの ルールの数が多い場合は、オプションの説明により [Filter] を使用して、関連
フリー形式の説明。
のルール セットを検索することができます。

現在アクティブなファイアウォール ルール
[Current active firewall rules] ページ（[System] > [Protection] > [Firewall rules] > [Current active rules]）には、システムに現在存
在するユーザ設定のファイアウォール ルールが表示されます。このリストに表示されない組み込みルール セットもあります。
ルールを変更するには、[Firewall rules configuration] ページに移動する必要があります。ここで、新しいルール セットの設定とアクティブ
化ができます。
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自動侵入防御の設定
自動保護サービスを使用して、悪意のあるトラフィックを検出およびブロックし、ログイン セキュリティを侵害する辞書ベースの試みから
TelePresence Conductor を保護することができます。
これは、システム ログ ファイルを解析して、SIP、SSH、Web/HTTPS アクセスなど、特定のサービス カテゴリへの繰り返されるアクセスの
失敗を検出することにより機能します。指定した時間ウィンドウ内の失敗の数が設定したしきい値に達すると、送信元のホスト アドレス（侵
入者）と宛先ポートは、指定した期間ブロックされます。この期間を過ぎると、一時的にブロックされた可能性のある悪意のないのホストを締
め出すことがないよう、ホスト アドレスは自動的にブロック解除されます。
1 つまたは複数のカテゴリで例外となるアドレス範囲を設定することができます（下記の、「例外の設定」（43 ページ）を参照してください）。
自動保護は、ファイアウォール ルール機能と組み合わせて使用してください。自動保護を使用して、特定の脅威を動的に検出して一時的に
ブロックし、ファイアウォール ルールを使用して既知のホスト アドレスの範囲を永続的にブロックします。
保護カテゴリについて
TelePresence Conductor で使用可能な保護カテゴリのセットは、動作中のソフトウェア バージョンに従って事前設定されます。各カテゴリ
を有効化、無効化、および設定することはできますが、新たなカテゴリを追加することはできません。
特定のログ ファイル メッセージが各カテゴリーに関連付けられているルールも事前設定されており、変更できません。[System] >
[Protection] > [Automated detection] > [Configuration] に移動してカテゴリの名前をクリックすることにより、特定のカテゴリへのアク
セスの失敗/侵入として処理されたログ ファイル エントリのサンプルを確認することができます。サンプルは、ページ下部の [Status] セク
ションの上部に表示されます。

自動保護の有効化
TelePresence Conductor の侵入防御を有効にするには、以下のステップに従います。
1.

[System] > [Administration] に移動します。

2.

[Automated protection service] を [On] に設定します。

3.

[Save] をクリックします。

4.

その後、必要な保護カテゴリが有効化および設定され、必要な例外があれば、それが以下で説明されるように指定されていることを
確認します。
すべての保護カテゴリは、デフォルトでディセーブルです。

保護カテゴリの設定
[Automated detection overview] ページ（[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Configuration]）を使用して、
TelePresence Conductor の保護カテゴリを有効にして設定し、現在のアクティビティを表示することができます。
このページには、以下に示す、すべての使用可能なカテゴリの概要が表示されます。


[Status]：カテゴリが [On] または [Off] のいずれに設定されているかを示します。[On] の場合、さらにカテゴリの状態が示されま
す。これは通常は [Active] ですが、カテゴリがイネーブル化またはディセーブル化された直後は一時的に [Initializing] または
[Shutting down] と表示される場合があります。[Failed] と表示されている場合は、アラームを確認してください。



[Currently blocked]：このカテゴリで現在ブロックされているアドレスの数。



[Total failures]：このカテゴリに関連付けらているサービスへの失敗したアクセス試行の合計数。
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[Total blocks]：ブロックがトリガーされた回数。次の点に注意してください。


[Total blocks] の数は通常、[Total failures] の数よりも尐なくなります（[Trigger level] が 1 に設定されている場合を除く）。



同じアドレスが複数回、カテゴリごとにブロックおよびブロック解除される場合があり、各ブロックが個別にカウントされます。



[Exemptions]：このカテゴリで例外として設定されているアドレスの数。

このページから、現在ブロックされているアドレスや特定のカテゴリに適用されている例外も確認できます。
カテゴリの有効化と無効化
1 つまたは複数の保護カテゴリを有効または無効にするには、以下のステップに従います。
1.

[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Configuration] に移動します。

2.

有効または無効にするカテゴリの隣にあるチェックボックスを選択します。

3.

必要に応じて [Enable] または [Disable] をクリックします。

カテゴリのブロッキング ルールの設定
カテゴリの特定のブロッキング ルールを設定するには、次のステップに従います。
1.

[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Configuration] に移動します。

2.

設定するカテゴリの名前をクリックします。
このカテゴリの設定ページが表示されます。

3.

必要に応じて、カテゴリの以下の項目を設定します。


[State]：このカテゴリへの保護を有効にするか無効にするか。



[Description]：フリー形式のカテゴリの説明。



[Trigger level] および [Detection] ウィンドウ：これらの設定の組み合わせにより、カテゴリのブロッキングしきい値を定義しま
す。これらにより、失敗したアクセス試行が何回発生したらブロックをトリガーするか、および、これらの失敗の発生数をカウントす
る時間ウィンドウを指定します。



[Block duration]：ブロックが存続する期間。

4.

[Save] をクリックします。

例外の設定
[Automated detection exemptions] ページ（[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Exemptions]）を使用して、1 つま
たは複数の保護カテゴリで常に例外となる IP アドレスを設定できます。
例外となるアドレスを設定するには、下記のステップに従います。
1.

[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Exemptions] に移動します。

2.

[Address] で設定するアドレスをクリックするか、または [New] をクリックして新しいアドレスを指定します。

3.

[Address] と [Prefix length] に入力して、除外する IPv4 アドレスの範囲を定義します。

4.

このアドレスを例外とするカテゴリを選択します。

5.

[Add address] をクリックします。

現在ブロックされているアドレスを例外にする場合、（[Blocked addresses] ページで手動でブロック解除しない限り）そのアドレスはブロッ
ク期限が切れるまでブロックされ続けることに注意してください。
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ブロックされたアドレスの管理
[Blocked addresses] ページ（[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Blocked addresses]）を使用して、自動保護
サービスにより現在ブロックされているアドレスを管理できます。


これにより、現在ブロックされているすべてのアドレス、それらのアドレスがどのカテゴリからブロックされているかが表示されます。



アドレスをブロック解除するか、または、アドレスのブロック解除と同時にそれを例外リストに追加することができます。アドレスを永
続的にブロックする場合は、そのアドレスを設定済みのファイアウォール ルールに追加する必要があります。

[Automated detection overview] ページに記載のリンクによってこのページにアクセスした場合、選択したカテゴリによってフィルタリング
されます。また、アドレスがそのカテゴリからブロック解除されるまでの残り時間も表示されます。

アクセスの失敗および侵入の調査
特定のアクセスの失敗または侵入の試行を調査する必要がある場合、各カテゴリに関連付けられた関連トリガーのログ メッセージをすべて
確認することができます。目的
1.

[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Configuration] に移動します。

2.

調査するカテゴリの名前をクリックします。

3.

[View all matching intrusion protection triggers for this category] をクリックします。
そのカテゴリのすべての関連イベントが表示されます。その後、トリガー中のイベントのリストを検索すると、ユーザ名、アドレス、ま
たはエイリアスなど、関連イベントの詳細を確認できます。

自動保護サービスおよびクラスタ化システム
自動保護サービスがクラスタ化システムで有効の場合、以下のように動作します。


ピアでごとにそれぞれの接続の失敗数が維持され、それぞれのピアでトリガーしきい値に達したときに初めて、侵入者のアドレスは
それぞれのピアによりブロックされます。



アドレスは、アクセスの失敗が発生したピア対してのみブロックされます。つまり、アドレスがあるピアでブロックされた場合でも、（や
はりブロックされる可能性がある）他のピアへアクセスを試行することができます。



ブロックされているアドレスは、現在のピアに対してのみブロック解除できます。アドレスが他のピアによりブロックされている場合は、
そのピアにログインしてから解除する必要があります。



カテゴリの設定および例外リストは、クラスタ全体に適用されます。



[Automated detection overview] ページには、現在のピアの統計情報のみが表示されます。

その他の情報


ブロックされているホスト アドレスがシステムにアクセスしようとすると、要求はドロップされます（ホストは応答を受信しません）。



複数のカテゴリでホスト アドレスを同時にブロックすることは可能ですが、すべてのカテゴリでブロックされるとは限りません。それぞ
れのブロックが異なるタイミングで期限切れになる可能性があります。



（手動で、またはブロック期限が終了して）アドレスがブロック解除された場合は、カテゴリのトリガー レベルで指定した数の失敗が
消化されて初めて、そのカテゴリによる 2 回目のブロックを設定できます。
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カテゴリは、有効になるたびにリセットされます。システムが再起動した場合、または自動保護サービスがシステム レベルで有効に
なると、すべてのカテゴリがリセットされます。カテゴリがリセットされると、以下のように動作します。


現在ブロックされているアドレスがあれば、ブロック解除されます。



失敗およびブロックの現在の合計はゼロにリセットされます。

[Automated detection overview] ページで [View all intrusion protection events] をクリックすると、自動保護サービスに関
連付けられているすべてのイベント ログを表示できます。

ログイン ページの設定
[Login page configuration] ページ（[System] > [Login page]）を使用して、ログイン ページに表示されるメッセージや画像を指定でき
ます。
管理者が CLI または Web インターフェイスを使用してログインを試行すると、[Welcome message title] および [text] が表示されます。
Web インターフェイスを使用している場合はイメージをアップロードでき、それはログイン ページのウェルカム メッセージの上部に表示され
ます。


サポートされるイメージ ファイルの形式は、JPG、GIF、PNG です。



200 X 200 ピクセルより大きいイメージは縮小されます。

ここでは、会議ブリッジ プールの管理方法と、それに含められる会議ブリッジについて説明します。また、会議ブリッジの設定を変更する方
法についても説明します。
会議ブリッジについて ....................................................................................................................... 46
会議ブリッジ プールの作成 ............................................................................................................... 46
会議ブリッジの追加、編集、無効化、および削除 ................................................................................... 47
すべてのプールのすべての会議ブリッジの表示 ................................................................................... 51
会議ブリッジのプール間移動 ............................................................................................................. 51
品質設定の追加または編集 .............................................................................................................. 51
グローバルな会議ブリッジ設定の変更 ................................................................................................ 52
会議ブリッジの応答時間 ................................................................................................................... 54
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会議ブリッジについて
TelePresence Conductor には、作成する会議をホストするのに使用できる、会議ブリッジの 1 つまたは複数のプールを設定する必要が
あります。会議ブリッジ プールには、同じタイプで、同じソフトウェアのバージョンがインストールされた、設定が同一の会議ブリッジが含まれ
ます。
TelePresence Server と仮想マシン上の Cisco TelePresence Server を組み合わせて同じプール内に置くことができます。TelePresence
Server と TelePresence MCU を組み合わせて同じプール内に置くことはできません。最新のソフトウェア バージョンをインストールすること
をお勧めします。そうでない場合、いくつかの機能がサポートされません。
TelePresence Conductor は、可用性とリソース使用に関し、それぞれのプール内のすべての会議ブリッジを定期的にモニターします。
Cisco VCS または Unified CM からの会議エイリアス要求を受信すると、TelePresence Conductor は、優先されるプール内の会議ブ
リッジのリソース可用性をチェックします。これは適切な会議ブリッジを選択し、そこで会議を開催します。必要な場合、および必要なときに、
1 つまたは複数の追加の会議ブリッジに会議をカスケードすることもできます。優先されるプールが使用できないときは、TelePresence
Conductor は次に優先順位が高いプール内の会議ブリッジのアベイラビリティをチェックします。

会議ブリッジ プールの作成
各会議ブリッジは会議ブリッジ プールに属している必要があります 1 の会議ブリッジは 1 つのプールにしか属することができません。1 つ
の会議ブリッジ プールには、最大 30 の会議ブリッジを含めることができます。それぞれの TelePresence Conductor（または
TelePresence Conductor のクラスタ）は、そのすべてのプールで最大 30 の会議ブリッジを使用できます。たとえば、30 の会議ブリッジ
を含む単一のプール、または 6 つの会議ブリッジを含む 1 つのプールと 12 の会議ブリッジをそれぞれ含む 2 つのプールを作成できます。
フル機能の TelePresence Conductor は最大 2400 の同時コールをサポートし、TelePresence Server ブレードの各クラスタは最大
200（TelePresence Server バージョン 3.x 以前では 104）の同時発生コールをサポートし、TelePresence MCU は最大 80 の同時コー
ルをサポートします。TelePresence Conductor Select は、最大 50 の同時発生コールをサポートします。詳細については、
「TelePresence Conductor の機能バージョン」を参照してください。
会議ブリッジ プールを作成するには、次のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動します。
既存の会議ブリッジ プールがあればそのリストが表示されます。

2.

[New] をクリックします。
新しいプールの詳細を入力します。設定可能なオプションは次のとおりです。

フィールド
Pool name
Priority
Conference bridge
type

説明
会議ブリッジ プールの記述名。
会議ブリッジ プールのフリー形式の説明。
このプールに割り当て可能な会議ブリッジのタイプ。プール内のすべての会議ブリッジは、同じタイプ、同一の設定
である必要があります。
このリリースの TelePresence Conductor は、Cisco TelePresence MCU と Cisco TelePresence Servers
のみをサポートします。将来のバージョンは、他のタイプの会議ブリッジもサポートする可能性があります。

Raise conference
bridge resource
alarm

この会議ブリッジ プール内の使用および要求されている会議ブリッジ リソースの量が、このプール内のすべての
会議ブリッジ全体で使用可能なリソース総量の指定の割合を超過した場合に、アラームを発行させるかどうかを決
定します。デフォルトでは、リソースの 80 % が使用されるとアラームが発行されます。
詳細については、「会議ブリッジ リソース使用量アラーム発行のしきい値の設定」（53 ページ）を参照してください。
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フィールド
Location

説明
TelePresence Conductor で設定されている [Rendezvous] タイプおよび [Both] タイプのすべてのロケーション
のリストを含みます。会議ブリッジ プールは、アウトダイヤル コールを適切な SIP トランク経由で送信できるよう、
ロケーションを参照する必要があります。
このようなコールは、以下から開始できます。


TelePresence Conductor で設定されている自動ダイヤル参加者。



参加者との会議をスケジューリングする Cisco TMS。



既存の会議に参加者を追加する、Cisco TMS の会議制御センターのユーザ。

コール制御デバイスから送信するアウトバウンド コールがない場合は、[None] を使用します。
リストにまだ 1 つもロケーションがない場合は、ロケーションを作成した後にこのフィールドを変更してください。
デフォルトは [None] です。

3.

[Create pool] をクリックします。
[Conference bridges in this pool] という新しいセクションが表示されます。

プールに会議ブリッジを追加するには、[Create conference bridge] をクリックします。
新しい会議ブリッジ プールを保存するには、[Save] をクリックします。

会議ブリッジの追加、編集、無効化、および削除
会議ブリッジの追加と編集
1 の会議ブリッジは 1 つの会議ブリッジ プールにしか属することができません。
会議ブリッジを追加する前に、次のことを確認してください。


会議ブリッジが、以下の関連する導入ガイドに従って設定されている。
 Cisco TelePresence Conductor with Cisco Unified Communications Manager Deployment Guide
 Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide
 Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide



すべての会議ブリッジに同じソフトウェア バージョンがインストールされている（すべての機能がサポートされるよう、最新バージョン
をインストールすることを推奨します）。



すべてのプール内のすべての会議ブリッジが同様に設定されている。そうしないと、予測できない動作をする可能性があります。



プール内のすべての会議ブリッジは、同じタイプ（TelePresence Server か TelePresence MCU のいずれか）の会議ブリッジである。



TelePresence Conductor で使用されているすべての会議ブリッジは TelePresence Conductor 専用に予約されており、他のシ
ステム、たとえば Cisco TelePresence MCU Conference Director が使用することはできない。

注：1 つのプール内のすべての会議ブリッジの容量を同一にすることを強く推奨します。そうすることで、会議ブリッジ間で会議を効率的に分
散できます。1 つのプール内に容量が異なる会議ブリッジがあると、会議の配置バランスが悪くなることがあります。
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会議ブリッジの設定を編集している間は会議ブリッジが一時的に到達不能になるため、新しい会議に接続されない場合があることに注意し
てください。したがって、会議ブリッジの編集はオフピーク時に行うことを推奨します。
会議ブリッジ上の会議が進行中、次のいずれかのオプションに変更を加えると、その会議は削除されます。


IP アドレスまたは FQDN



プロトコル



ポート



会議ブリッジ ユーザ名



会議ブリッジ パスワード



ダイヤルプラン プレフィックス



SIP ポート

会議ブリッジが使用できない場合、TelePresence Conductor は設定された期間待機した後、再度問い合わせます。この期間は、[Global
conference bridge settings] ページ（[Conference configuration] > [Global conference bridge settings]）で設定します。
新しい会議ブリッジをプールに追加するには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridge pools]に移動し、会議ブリッジに追加するプールの名前をクリックします。
現在プールに属している会議ブリッジ（あれば）のリストが表示されます。

2.

[Create conference bridge] をクリックします。

会議ブリッジを追加または編集する際に設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name

説明
会議ブリッジの記述名。

Description
State

導入で Cisco VCS を使用している場合は、参照しやすいように、ここの会議ブリッジの名前は、各会議ブリッジをネイ
バー ゾーンとして追加する際の名前と同じにすることを推奨します。
会議ブリッジのフリー形式の説明。
TelePresence Conductor がこの会議ブリッジを使用可能として処理するかどうかを決定します。
TelePresence Conductor を有効なリリース キーなしで使用している場合、すべての会議ブリッジ プールで 1 つの会
議ブリッジしか有効にできません。この会議ブリッジをクラスタ化することはできません。たとえばリリース キーがかつて
存在していたがその後削除されている場合などに、リリース キーなしで実行されている TelePresence Conductor
が、複数の会議ブリッジが有効であることを検出した場合、TelePresence Conductor はすべての会議ブリッジを
[Busied out] 状態に設定し、1 つの会議ブリッジのみを [Enabled] のままにします。
[Enabled]：会議ブリッジは必要に応じて使用されます。
[Busied out]：会議ブリッジは新しい会議には使用されません。

IP address or
FQDN

会議ブリッジの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）。

Protocol

TelePresence Conductor が会議ブリッジとの通信に使用するプロトコル（[HTTP] または [HTTPS]）。Multiparty ライセ
ンス モードの使用時には HTTPS が必要です。HTTPS を TelePresence Server ごとに有効にする必要があります。

最適なパフォーマンスを確保するために、このフィールドには IP アドレスを使用することを推奨します。

会議ブリッジのパスワードはネットワーク上で送信されるため、TelePresence Conductor と会議ブリッジ間のトラフィッ
クのインターセプションにより容認できないセキュリティ リスクが生じる可能性がある場合は、導入に HTTPS を使用す
ることを推奨します。HTTPS を使用する場合は、会議ブリッジでこの機能を有効にする必要があります。
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フィールド
Port
Conference
bridge
username
Conference
bridge
password
Dial plan prefix

説明
TelePresence Conductor との接続に使用する会議ブリッジのポート。HTTP に 80、HTTPS に 443 を使用すること
を推奨します。
会議ブリッジにログインするため、TelePresence Conductor で使用するアカウントのユーザ ID。この会議ブリッジ ア
カウントには、管理者の特権レベルが必要です。
TelePresence Conductor で会議ブリッジのデフォルトの管理者ユーザ アカウントを使用することは推奨されません。
会議ブリッジへのログインに使用されるパスワード。

（TelePresence Conductor が Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用して導入されている場合
のみ必要）。
この会議ブリッジへのコールをルーティングする Cisco VCS の検索ルールの一部として設定されたプレフィックス。
プレフィックスは、プール内の各会議ブリッジで一意にする必要があります。英数字を使用します。
Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用した導入では、着信エイリアスまたは会議名（「会議エイリ
アスの作成と編集」で使用）、「Call Policy prefix」（16 ページ）、および「Conference bridge dial plan prefixes」
（16 ページ）間にいかなる競合もないことが必要です。競合が存在する場合、予期しない動作が起きる可能性がありま
す。詳細は、「Cisco VCS のみの導入での考慮事項」（16 ページ）を参照してください。
ダイヤル プランとプレフィックスの詳細については、「ダイヤル プランの設計」（15 ページ）を参照してください。
Cisco VCS の検索ルールの設定については、『Cisco TelePresence Video Communication Server
Administrator Guide』を参照してください。

Conference
bridge type

この会議ブリッジのタイプ。このフィールドは変更できません。

Conference
bridge pool
Dedicated
content ports

会議ブリッジが属しているプール。このフィールドは変更できません。

このリリースの TelePresence Conductor は、Cisco TelePresence MCU と Cisco TelePresence Servers のみを
サポートします。将来のバージョンは、他のタイプの会議ブリッジもサポートする可能性があります。

（[Conference bridge pool] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence MCU] の場合に設定できます）
会議ブリッジの専用コンテンツ ポートの数を決定します。これらのコンテンツ ポートは、予約するポート数の計算から除
外されます。
使用中の TelePresence MCU モデルにコンテンツ プールがいくつあるかを確認するには、Cisco TelePresence
MCU オンライン ヘルプの「MCU port matrix」を参照してください。
デフォルトは 0 です。

SIP port

会議ブリッジが TLS SIP トラフィックをリスニングするのに使用されるポート。これは、TelePresence Conductor が
SIP トランク経由で Unified CM または Cisco VCS に接続する場合に必要です。
デフォルト:は 5061 です。

H.323 cascade
call routing

（[Conference bridge pool] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence MCU] の場合に設定できます）
会議ブリッジ間で会議がカスケードされる際に H.323 コールをルーティングするのに使用される方法。
Gatekeeper routed：コールは、H.323 ゲートキーパー、たとえば会議ブリッジが登録される必要がある Cisco VCS
経由でルーティングされます。
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フィールド

説明
Direct：コールは、H.323 ゲートキーパーを使用せずに、会議ブリッジ間で直接ルーティングされます。会議ブリッジは、
IP トラフィックがそれらの間をルーティングするように設定する必要があります。この設定を選択した場合、会議ブリッジ
に H.323 ゲートキーパーを設定しないでください。設定すると、会議ブリッジで優先されて、コールは会議ブリッジの
H.323 ゲートキーパー経由でルーティングされるためです。
デフォルトは [Gatekeeper routed] です。

会議ブリッジのビジー アウト
会議ブリッジは、ビジー アウトすると一時的に使用できなくなります。これにより、TelePresence Conductor が新しい会議に会議ブリッジ
を使用するのを防ぐことができます。現在使用中の会議ブリッジがビジー アウトされた場合、その会議ブリッジ上の既存の会議は影響を受
けず、既存の会議に新しい発信者が参加することも可能です。
会議ブリッジのステータスが [Busy out] の間も、TelePresence Conductor はリソースに関する情報を得るためにポーリングし続けます。
したがって、TelePresence Conductor で不要になったかまたは他のシステムでの使用するために必要な会議ブリッジは、既存の会議が
すべて終了したごきにプールから完全に削除することを推奨します。
一次的に TelePresence Conductor に使用されないよう、会議ブリッジをビジー アウトするには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridges] に移動します。

2.

ビジー アウトする会議ブリッジを選択します。

3.

[Busy out] をクリックします。

たとえばリリース キーがかつて存在していたがその後削除されている場合などに、リリース キーなしで実行されている TelePresence
Conductor が、複数の会議ブリッジが有効であることを検出した場合、TelePresence Conductor はすべての会議ブリッジを [Busied
out] 状態に設定し、1 つの会議ブリッジのみを [Enabled] のままにします。

会議ブリッジの削除
注：会議ブリッジ プールから会議ブリッジを削除すると、会議ブリッジは完全に削除されます。削除される会議ブリッジで実行されるすべて
の会議が破棄されます。
会議ブリッジをプールから永続的に削除するには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridges] に移動します。

2.

削除する会議ブリッジを選択します。

3.

[Busy out] をクリックします。

4.

この会議ブリッジにあるすべての会議が終了まで待ちます（確認するには、[Status] > [Conference bridges] に移動します）。

5.

[All conference bridges] ページに戻り、削除する会議ブリッジを選択して [Delete] をクリックします。
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すべてのプールのすべての会議ブリッジの表示
現在、TelePresence Conductor で使用されているすべての会議ブリッジのリストを表示するには、[Conference configuration] >
[Conference bridges] に移動します。
このページで、たとえば [Conference bridge pool]、[Address]、または [Dial plan prefix] など、いずれかのカラム見出しをクリックする
ことにより、リストをソートすることができます。
いずれかの会議ブリッジの詳細を編集するには、会議ブリッジ名または [View/Edit] をクリックします。

会議ブリッジのプール間移動
1.

[Conference configuration] > [Conference bridges] に移動し、移動する会議ブリッジの [Name] をクリックします。

2.

[Conference bridge pool] ドロップダウン リストから、会議ブリッジの移動先のプールを選択します。
新しいプールと移動される会議ブリッジの会議ブリッジ タイプは一致している必要があります。

3.

[Save] を選択します。

品質設定の追加または編集
（この機能は、TelePresence Server の会議ブリッジ タイプを使用する場合のみ関係します。）
品質設定は、音声品質レベルとビデオ品質レベルで構成されます。これらを、必要なリソースが対応する TelePresence Server に割り当
てられるよう、会議テンプレート、自動ダイヤル参加者、および事前設定されたエンドポイント コーデックに割り当てます。
TelePresence Server でリソースを割り当てる方法については、「TelePresence Server でのリソースの予約と割り当て」（74 ページ）を
参照してください。
TelePresence Conductor では、以下の品質設定が事前設定されています（削除、編集が可能です）。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)



SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

新しいカスタム品質を追加するには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Quality settings] に移動します。

2.

[New] をクリックします。

品質設定を追加または編集する際に設定可能なオプションは次のとおりです。
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フィールド
Description

説明
この品質設定のフリー形式の説明。説明は、オプションとして以下のドロップダウン リストに表示されます。


[Participant quality]、[Host quality]、および [Guest quality]（[Conference template] ページ）



[Maximum quality]（[Auto-dialed participants] ページ）



[Quality setting]（[Codecs] ページ（事前設定されたエンドポイントへのコーデックの追加時にアクセス可能））

Audio quality この品質設定に関連付けられた音声品質のレベル。次のオプションがあります。
level
 マルチチャネル


ステレオ



モノ

デフォルトは [Multi-channel] です。
Video quality この品質設定に関連付けられたビデオ品質のレベル。次のオプションがあります。
level
 Full HD (1080p 30fps/720p 60fps)


HD (720p 30fps)



SD (wide 448p/480p 30fps)



360p (360p 30fps)



なし

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バージョン
を実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用率は予想よ
りも高くなります。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p 60fps）で
あっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポートされている場
合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
デフォルトは [Full HD (1080p 30fps/720p 60fps)] です。

グローバルな会議ブリッジ設定の変更
TelePresence Conductor の設定の一部は、プール内のすべての会議ブリッジに適用されます。[Global conference bridge settings]
ページ（[Conference configuration] > [Global conference bridge settings]）により、以下のタスクを実行することができます。


会議ブリッジの再試行間隔の変更



会議ブリッジのリソース使用量アラームを発行するしきい値の設定

会議ブリッジの再試行間隔の変更
TelePresence Conductor は、会議ブリッジのプールを常にモニタして、使用可能かどうかをチェックします。会議ブリッジにコンタクトでき
ない場合、[Conference bridge retry interval] の設定では、前回コンタクトできなかった会議ブリッジに対して再びコンタクトを試行するの
に TelePresence Conductor が待機する時間（秒）を決定します。
この設定は、[Global conference bridge settings] ページ（[Conference configuration] > [Global conference bridge settings]）で
変更できます。
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注：設定した間隔が長すぎると、TelePresence Conductor が問題のあった会議ブリッジの使用を開始するまでに、長い時間がかかります。
短すぎる間隔を設定すると、永続的な障害をもつ会議ブリッジが存在した場合にそれに対する通信の試行で TelePresence Conductor
はリソースを消費することになります。
デフォルトは 300 秒（5 分）です。シスコのテクニカル サポート担当者からアドバイスを受けた場合以外は、デフォルト設定から大きく変更し
ないようにしてください。[Conference bridge retry interval] を 0 に設定すると、TelePresence Conductor は可能な限りの頻度で（1 秒
に 1 回程度）会議ブリッジにコンタクトを試みます。

会議ブリッジのリソース使用量アラームを発行するしきい値の設定
TelePresence Conductor は、プール内のすべての会議ブリッジを常にモニタして、使用可能なリソースの総数、および現在使用中のもの
の数をチェックします。
デフォルトでは、すべての現在使用可能な会議ブリッジ リソースの 80 % 以上が使用されている場合、および 1 つの会議ブリッジ プール
内のすべての使用可能なリソースの 80% が使用されている場合に、TelePresence Conductor はアラームを発行します。
アラームは、次の 2 つの状況で発行されます。


新しい会議が作成されるか新しい参加者が既存の会議に参加した際に、それによって、設定されたしきい値を超えるリソース使用
量となった場合。この場合、上記のアラームの 1 つが発行されますが、リソースをそれ以上使用できなくなるまで、参加者は会議を
作成することも、会議に参加することもできます。



必要なリソースの数が現在使用可能なリソースの数を超過しているために、会議を作成できない場合。会議に必要なリソースの数
は、すべての自動ダイヤル参加者、予約済みホスト、カスケード リソース、および予約済みのコンテンツ リソースの合計です。この
場合、上記アラームに加えてイベント ログにイベントが表示されます。このイベントは、[Not enough conference bridge
resource to handle request] と表示されます。

このアラームを発行するかどうか、および発行するタイミングを変更するには、以下のステップに従います。
1.

2.

関連のページに移動します。


すべての会議ブリッジに関する場合は、[Conference configuration] > [Global conference bridge settings] に移動します。



あるプール内の会議ブリッジに関する場合は、[Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動します。

次のオプションのいずれかを選択します。


アラームを発行するしきい値を変更するには、[Raise conference bridge resource alarm] チェックボックスをオンにし、
[Threshold (%)] フィールドに適切な値を入力します。



必要なリソースの数が現在使用可能なリソースの数を超過しているために会議を作成できない場合にのみアラームを発行する
には、[Raise conference bridge resource alarm] を選択し、[Threshold (%)] フィールドに値 100 を入力します。



アラームを発行しないようにするには、[Raise conference bridge resource alarm] を選択解除します。

アラームは、発行されると、システム管理者によって確認されることができます。アラームが確認されると、24 時間後にもリソース使用率が
設定されたしきい値を超えたままの場合、再発行されます。
システムが再起動するまで、アラームは消えません。現在のリソース使用率がしきい値未満に下がっても、システムによってアラームが自
動的に取り下げられることはありません。

53

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

会議ブリッジの応答時間
遅延が大きいかまたはパケット損失のあるネットワークで、会議ブリッジによる応答に時間がかかりすぎていることを示し、会議ブリッジに障
害がある可能性があることを示唆する警告が、TelePresence Conductor で発行される場合があります。ただし、これには以下を含むさま
ざまな原因が考えられます。


パケット損失



ネットワークの遅延が大きい



会議ブリッジが高負荷である



会議ブリッジの実行がスローである（実際には非常にまれな原因）

警告はイベント ログに表示され、次のデータを含みます。
Event="An error occurred while communicating externally."
Detail="mcu response took <x> seconds.It should take no longer than 1 second"

X は、応答までにかかった時間（秒）を表します。

ここでは、TelePresence Conductor でアドホックおよびランデブー会議を設定するために必要な設定ステップを説明します。
会議に推奨される会議ブリッジの選択 ................................................................................................. 55
会議ブリッジ間および会議ブリッジ プール間の会議のカスケード ............................................................ 56
会議テンプレートの作成と編集........................................................................................................... 57
リソース割り当てについて ................................................................................................................. 73
会議の参加者数の制限 .................................................................................................................... 78
会議エイリアスの作成と編集 ............................................................................................................. 79
自動ダイヤル参加者の作成と編集 ..................................................................................................... 80
ホスト ロールとゲスト ロールについて ................................................................................................. 88
ロケーションの作成および編集 .......................................................................................................... 91
事前設定エンドポイントの作成および編集 ........................................................................................... 93
コール ポリシーの使用 ..................................................................................................................... 97
グローバル設定の構成 ..................................................................................................................... 99
TelePresence Conductor 上の WebEx 会議のスケジューリング ....................................................... 100
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会議に推奨される会議ブリッジの選択
特定の会議では、TelePresence Conductor が会議をホストするためにどの会議ブリッジ プールの使用を試行するかを優先順位の高い
順に決定することができます。これは、サービス設定を作成し、サービス設定を会議テンプレートに割り当てることで行います。
サービス設定は、会議ブリッジ プールを優先順に並べたリストです。最初のプールに会議をホストするために使用できる会議ブリッジがな
い場合（たとえば、会議の要件に使用できるリソースが不足している場合）、TelePresence Conductor はリストの内の 2 番目のプールを
使用できるかどうかをチェックします。
次の制限が適用されます。


サービス設定には、1 ～ 30 個の会議ブリッジ プールを指定できます。



1 つの会議ブリッジ プールを、任意の数のサービス設定で使用できます。



サービス設定内のすべてのブリッジ プールは、同じ会議ブリッジ タイプである必要があります。

サービス設定は、以下で使用できます。


TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定されている会議テンプレート



会議のプロビジョニングに使用する、TelePresence Conductor のプロビジョニング API によって設定される Collaboration
Meeting Rooms

注：サービス設定は TelePresence Conductor のプロビジョニング API で設定された会議テンプレートや Collaboration Meeting
Rooms によって使用されている場合があるため、削除する場合は注意してください。

サービス設定の作成
1.

サービス設定に含めるすべての会議ブリッジ プールの作成が終了したことを確認します。

2.

[Conference configuration] > [Service Preferences] に移動し、[New] を選択します。
[Service Preference] ページが表示されます。

3.

新しいサービス設定の詳細を入力します。設定可能なオプションは次のとおりです。

フィールド
Service
Preference name
マルチチャネル
Conference
bridge type

説明
サービス設定の記述名。サービス設定をテンプレートに割り当てるとき、この名前が [Service Preference] ドロップ
ダウン リストに表示されます。
サービス設定のフリー形式の説明。
このサービス設定に割り当てることができる会議ブリッジのタイプ。プール内のすべての会議ブリッジ、およびサービ
ス設定内のすべてのプールは、同じタイプ、同一の設定である必要があります。
このリリースの TelePresence Conductor は、Cisco TelePresence MCU と Cisco TelePresence Servers の
みをサポートします。将来のバージョンは、他のタイプの会議ブリッジもサポートする可能性があります。

4.

[Add Service Preference] をクリックします。
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サービス設定にプールを追加します
サービス設定を作成したら、それにプールを追加できます。
1.

[Pools] セクションのドロップダウン リストから、このサービス設定を使用する任意の会議用に最初に使用する会議ブリッジ プール
を選択します。

2.

[Add selected pool] をクリックします。
新しいサービス設定は、最初に使用するプールとして選択した会議ブリッジ プールとともに保存されます。

3.

追加の会議ブリッジ プールをこのサービス設定に割り当てるには、ドロップダウン リストから別の会議ブリッジ プールを選択し、
[Add selected pool] をクリックします。

4.

選択した会議ブリッジ プールの優先順位を変更するには、[Change order] 列内の矢印を使用します。

5.

すべての会議ブリッジ プールが追加され、適切な順序になったら、[Save] をクリックします。

後で、サービス設定にさらに会議ブリッジ プールを追加したり、優先順位を更新することができます。

スケジュールに使用するプールのマーキング
[Service Preference] ページでは、Cisco TMS などの API クライアントによるスケジュールに使用するプールをマークすることができます。
スケジュールに使用するとしてマークされたすべてのプールは、TelePresence Conductor のキャパシティ管理 API により API クライアン
トに報告されます。
スケジュール用プールのマーキングは、[Service Preference] ページの [Pools] セクションで行うことができます。下部のリストの一番上
に表示されている最も優先順位の高いプールから、スケジュール用にマークする各プールの [Pools to use for scheduling] の下にある
マーカをクリックします。より高い優先順位のプールをスキップすることはできません。プールの優先順位を変更すると、選択したプールは調
整されます。
注：XC3.0 へのアップグレード後は、すべてのサービス設定におけるすべての既存のプールは、スケジュールに使用されるようマークされ
ます。
可能性がある設定ミスに注意してください。専用ブリッジのスケジューリングをサポートする場合、以下に従ってください。


スケジューリング用にマークするプールには、単一の会議ブリッジのみを含めます。



スケジューリング用にマークするプールは、他のサービス設定に含めないでください。

TelePresence Conductor でスケジュールされた会議を作成する方法については、「会議のスケジュール」（19 ページ）を参照してください。

会議ブリッジ間および会議ブリッジ プール間の会議のカスケード
プライマリ会議ブリッジのリソースがすべての参加者が使用できるだけ十分にない場合、会議をカスケードすることより、セカンダリ会議ブ
リッジに使用されるリソースが生成されます。
会議を作成する場合、TelePresence Conductor は優先される会議ブリッジ プールのリソースを（使用されるテンプレートのサービス設定
に従って）確認し、可能な場合は、そのプール内の会議ブリッジの 1 つを使用してプライマリ会議をホストします。使用できるリソースがその
プールに十分にない場合、TelePresence Conductor は、会議をホストできる会議ブリッジが見つかるまで、そのサービス設定内の他の
各プール内の会議ブリッジの可用性を優先順に確認します。
既存の会議をカスケードする場合、プライマリ会議のホストに使用されている会議ブリッジ プールには関係なく、TelePresence Conductor
は優先される会議ブリッジ プールを最初に確認し、可能な場合、そのプール内の会議ブリッジを使用してカスケードをホストします。つまり、
1 つの会議が、異なる会議ブリッジ プール内の会議ブリッジ間でカスケードされます。
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TelePresence Server のカスケードには、バージョン 4.0(1.57) 以降が必要です。
TelePresence MCU による外部ポリシー導入でのカスケード
TelePresence MCU を会議ブリッジとして使用し、Cisco VCS をコール制御デバイスとして使用する外部ポリシー導入では、Cisco VCS
は H.323 ゲートキーパーとして機能し、これにより、会議ブリッジ間でカスケードされる会議に対するすべてのコールはルーティングされます。
TelePresence MCU でこれを設定するには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridges] に移動します。

2.

TelePresence MCU タイプの会議ブリッジを選択するか、[New] をクリックします。

3.

[H.323 cascade call routing] を [Gatekeeper routed] に設定します。

B2BUA 導入時または TelePresence Server 使用時のカスケード
Unified CM ベースの導入、TelePresence Conductor の B2BUA を使用した Cisco VCS ベースの導入、または会議ブリッジとして
TelePresence Server を使用したあらゆる導入では、会議ブリッジ間でカスケードされた会議へのコールは直接ルーティングされます。
TelePresence Server では、設定は必要ありません。TelePresence MCU でこれを設定するには、以下のステップに従います。
1.

[Conference configuration] > [Conference bridges] に移動します。

2.

TelePresence MCU タイプの会議ブリッジを選択するか、[New] をクリックします。

3.

[H.323 cascade call routing] を [Direct] に設定します。

カスケードの制限
カスケードは、小規模の会議にとってはオーバーヘッドが大きすぎるため、アドホック会議ではサポートされません。
TelePresence Server に接続するカスケード リンクでは、シングル スクリーン エンドポイントだけがサポートされます。したがって、マルチス
クリーン エンドポイントがカスケード会議ブリッジの会議に参加する場合、同じカスケード ブリッジの参加者にはすべての画面が表示されます
が、プライマリ ブリッジおよび他のカスケード ブリッジの参加者には 1 画面（最大音量のスピーカーを表示する画面）しか表示されません。
TelePresence Server に接続するカスケード リンクは、最大 720p/30fps までのビデオをサポートします。カスケード リンク経由でのビデ
オ（つまり、別の会議ブリッジでホストされている参加者のビデオ）で視聴している参加者には、最大 720p/30fps のビデオ品質が提供され
ます。
同じ会議ブリッジ上の参加者には、以下のすべてが該当すれば、完全な高品質のビデオが提供されます。


より高品質のビデオ（1080p/30fps または 720p/60fps）は、TelePresence Conductor の会議テンプレートで設定されています。



この高品質のビデオは、メイン表示の参加者のエンドポイントにより提供されます。



参加者自身のエンドポイントが、高品質のビデオをサポートしています。

会議テンプレートの作成と編集
会議テンプレートは、作成されるさまざまな会議に適用される設定を定義します。同じテンプレートを複数の会議エイリアスで使用できます。
注：会議テンプレートは Web インターフェイスで設定されるものであり、TelePresence Conductor のプロビジョニング API でプロビジョニ
ングされる Collaboration Meeting Rooms とは別のものです。
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[Conference templates] ページ（[Conference configuration] > [Conference templates]）に、新しい会議テンプレートを編集、削除、
作成するためのすべての既存のテンプレートがリスト表示されます。
会議テンプレートを作成または編集する際に設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name
Description
Description

説明
会議テンプレートの記述名。
会議テンプレートのフリー形式の説明。
このテンプレートを使用すると、作成された会議の種類が決まります。
Meeting：1 つのタイプの参加者からなる会議で、すべての参加者に同じプライオリティが付与されます。
Lecture：プライオリティ レベルが異なる 2 つのタイプの参加者からなります。2 つの参加者タイプはそれぞれ異なる
エイリアスを使用して会議にダイヤル インします。
デフォルトは [Meeting] です。

Number of hosts
to reserve

（[Conference type] が [Lecture] の場合に設定できます）
会議ブリッジでリソースを予約するホストの数。
TelePresence MCU を使用している場合、プライマリ TelePresence MCU で 1 ホストあたり 1 ポートが予約されます。
詳細は、「リソース割り当てについて」（73 ページ）を参照してください。

Call Policy mode （Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用した導入でのみ適用できます）
このテンプレートを使用している会議エイリアスにダイヤルしたユーザに、会議を作成する権限があるかをチェックす
るかどうかを決定します。
[Off]：チェックは行われません。
On：TelePresence Conductor は、ユーザが会議を作成するのを許可する前に、Cisco VCS のコール ポリシーを
チェックします。
[On] に設定する場合は、TelePresence Conductor のコール ポリシー プレフィックスも設定する必要があります。
詳細は、「コール ポリシーの使用」（97 ページ）を参照してください。
TelePresence Conductor の B2BUA を使用した Unified CM ベースの導入または Cisco VCS ベースの導入で
は、[Off] に設定する必要があります。
Service
Preference

このテンプレートが使用するサービス設定を決定します。サービス設定は、TelePresence Conductor がこの会議に
使用する会議ブリッジ プールを優先順に並べたリストです。テンプレートを作成する前にサービス設定を作成する必
要があります。
詳細は、「会議に推奨される会議ブリッジの選択」（55 ページ）を参照してください。

Maximum number この会議に対して許可されるカスケードの最大数。この数は、追加の会議ブリッジに接続するためにプライマリ会議ブ
of cascades
リッジで予約されるリソースに影響します。このリソースは、会議がプライマリ会議ブリッジのキャパシティを超過し、1
つまたは複数の会議ブリッジにカスケードされる場合に使用されます。
TelePresence MCU では、プライマリ会議ブリッジと追加の会議ブリッジ間の接続ごとに 1 つのポートが必要になり
ます。TelePresence Server では、プライマリ会議ブリッジと追加の会議ブリッジ間の各接続に、720p ビデオ、ステ
レオ音声、および会議テンプレートの [Content quality] で選択されたコンテンツ品質を提供される参加者が使用す
る分のリソースが必要です。
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説明
複数の会議ブリッジ間で会議がカスケードされないようにするには、[Maximum number of cascades] を 0 に設定
します。これを行うと、新しい参加者が会議に参加できなくなる可能性があることに注意してください。
デフォルトは「0」です。
会議のブリッジ間のカスケードの詳細は、「会議ブリッジ間および会議ブリッジ プール間の会議のカスケード」
（56 ページ）を参照してください。
TelePresence MCU でのカスケード リソースの予約については、「カスケード リソースの予約」（74 ページ）を参照し
てください。
TelePresence Server でのカスケード リソースの予約については、「カスケード リソースの予約」（75 ページ）を参照
してください。

Limit number of
participants

この会議で許可される参加者数に制限を設定するかどうかを決定します。この数には、自動ダイヤル参加者（会議ブ
リッジにより会議にダイヤル インされる参加者）と、その他のすべての参加者（会議にダイヤル インする参加者で、ホ
スト リソースを予約済みの参加者を含む）が含まれます。
参加者の最大数は、自動ダイヤル参加者と予約済みホストの数の合計よりも多い必要があります。
注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前に参加者の最
大数に達すると、その参加者は拒否されます。
詳細は、「会議の参加者数の制限」（78 ページ）を参照してください。

Limit the
conference
duration
(minutes)

このテンプレートを使用して作成される会議の最大期間に制限を設定するかどうかを決定します。選択する場合、会
議期間の制限を分で指定します。
TelePresence Server では、会議が終了に近いことを知らせる警告メッセージが画面にオーバーレイ テキストとして
表示されます。
TelePresence MCU では、設定に応じて、会議が終了するまでのさまざまな間隔で、音声による通知やオーバーレ
イ テキストによる警告が発行されます。警告をオフにする方法、および警告を表示する間隔については、What
warnings do I get on a Cisco TelePresence MCU that my conference is finishing? を参照してください。

Participant
quality

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] に、[Conference type] が [Meeting] に
設定されている場合のみ設定できます）
この会議テンプレートを使用して参加者に適用する最高の品質設定。選択した設定に応じて、会議テンプレートに関
連付けられている TelePresence Server で必要なリソースが割り当てられます。
使用可能な品質設定のリストは、[Quality settings] ページで変更することができます。事前設定された品質設定は
次のとおりです。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)



SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バー
ジョンを実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用
率は予想よりも高くなります。
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説明
CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel
audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうしない場合、複数の画
面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポー
トされている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
デフォルトは、[HD (720p 30fps video, stereo audio)] です。

Host quality

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] に、[Conference type] が [Lecture] に
設定されている場合のみ設定できます）
この会議テンプレートを使用してホストに適用する最高の品質設定。選択した設定に応じて、会議テンプレートに関連
付けられている TelePresence Server で必要なリソースが割り当てられます。
使用可能な品質設定のリストは、[Quality settings] ページで変更することができます。事前設定された品質設定は
次のとおりです。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)



SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バー
ジョンを実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用
率は予想よりも高くなります。
CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel
audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうしない場合、複数の画
面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポー
トされている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
デフォルトは、[HD (720p 30fps video, stereo audio)] です。
Guest quality

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] に、[Conference type] が [Lecture] に
設定されている場合のみ設定できます）
この会議テンプレートを使用してゲストに適用する最高の品質設定。選択した設定に応じて、会議テンプレートに関連
付けられている TelePresence Server で必要なリソースが割り当てられます。
使用可能な品質設定のリストは、[Quality settings] ページで変更することができます。事前設定された品質設定は
次のとおりです。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)
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SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バー
ジョンを実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用
率は予想よりも高くなります。
CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel
audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうしない場合、複数の画
面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポー
トされている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
デフォルトは、[HD (720p 30fps video, stereo audio)] です。
Allow multiscreen （[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] の場合に設定できます）
会議でマルチスクリーン システムを使用可能にするかどうかを決定します。
[Yes]：会議では、複数の画面を備えたシステムにリソースを使用することが可能になります。エンドポイントが事前定
義されているかを確認することも必要です。
[No]：会議では、単一画面システム、またはマルチスクリーン システムのプライマリ画面のみが使用可能になります。
事前設定のエンドポイントは確認されません。
注：マルチスクリーン エンドポイントがカスケード会議ブリッジの会議に参加する場合、同じカスケード ブリッジの参加
者にはすべての画面が表示されますが、プライマリ ブリッジおよび他のカスケード ブリッジの参加者には 1 画面（最
も声の大きい発言者を表示する画面）しか表示されません。
デフォルトは [No] です。
Maximum
screens

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] に、[Allow multiscreen] が [Yes] に設
定されている場合に設定できます）
TelePresence Conductor の B2BUA を使用してランデブー会議にダイヤル インする TIP 準拠のエンドポイントの
場合、このフィールドは、会議ブリッジでリソースが割り当てられる画面の最大数を指定します。TelePresence
Conductor は、[Maximum screens] の設定値、および TIP エンドポイントで指定された画面の数よりも尐ない数を
適用し、それに従ってリソースを割り当てます。
エンドポイントが事前定義されている場合、この設定は無視され、事前設定されたエンドポイントで定義されている画
面数が割り当てられます。
エンドポイントが TIP 準拠でなく事前定義もされていない場合、この設定は無視され、単一画面のみ割り当てられま
す。ただし、エンドポイントが以下の場合は例外です。


TelePresence Conductor でアドホック会議にエスカレーションされている



レクチャー タイプの会議でホストとして予約されている



Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用して、ランデブー会議にコールしている

61

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

フィールド

説明
エンドポイントが上記のカテゴリのいずれかにあてはまる場合、[Maximum screens] は、会議ブリッジでリソースが
最初に割り当てられる画面の数を定義します。
デフォルトは 1 です。
詳細は、「複数画面へのリソースの割り当て」（76 ページ）を参照してください。

Optimize
resources

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] の場合に設定できます）
このテンプレートを使用する会議用にリソースを最適化するかどうかを決定します。
[Yes]：会議ブリッジで最初に割り当てられ、エンドポイントによりサポートされないリソースは、5 秒経過しても新しい
参加者が会議に参加しない場合、解放されます。
次のような状況で、リソースは TelePresence Server で最適化され、解放されます。


エンドポイントがアドバタイズする最大の機能が、次のいずれかの設定で会議テンプレートに定義されている
品質よりも低品質の場合。


Participant quality



Guest quality



Host quality



Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用してランデブー会議にダイヤル インするエンドポ
イントが、[Maximum screens] によるテンプレートで定義されている数より尐ない画面をサポートしている場
合。（TelePresence Conductor は SIP シグナリングにより必要な画面の数を検出できるため、B2BUA 導入
でのエンドポイントには、適切な数の画面に割り当てるだけのリソースがあります。）



アドホック会議にエスカレーションしている エンドポイントが、[Maximum screens] によるテンプレートで定義
されている数より尐ない画面をサポートしている場合。

レクチャー タイプの会議でホストとして予約されているエンドポイントが [Maximum screens] によるテンプレートで定
義されている数より尐ない画面をサポートしている場合、リソースは TelePresence Conductor で最適化されます
が、TelePresence Server で解放されません。解放されたリソースを使用できるのは、同じ会議にダイヤル インする
他のホストのみです。
自動ダイヤル参加者および事前設定されたエンドポイントでは、リソースは最適化されません。これらのエンティティ
の設定では望ましい品質が定義されているので、着信コール用の会議テンプレートで定義される機能がオーバーライ
ドされるためです。
[No]：この会議により消費されるリソースの数は、会議ブリッジで最初に割り当てられたリソースの数と同じになりま
す。定義されているよりも尐ない画面をサポートしているエンドポイントや、定義されているよりも低い品質レベルをサ
ポートしているエンドポイントが存在する場合、リソースの一部が無駄になる可能性があります。
デフォルトは [Yes] です。
詳細は、「リソースの最適化」（77 ページ）を参照してください。
Allow content

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence MCU] の場合に設定できます）
参加者がプレゼンテーションなどのコンテンツ ビデオを送信できるかどうかを決定します。
[Yes]：プライマリ MCU と各カスケード TelePresence MCU に、特別にコンテンツ用の単一ポートが予約されます。
この設定は、WebEx 対応の会議に使用します。
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[No]：MCU で使用できるポートの数に関係なく、参加者はコンテンツを送信できません。一部のエンドポイントによりメ
イン ビデオ チャネルにコンテンツが提供するために、コンテンツが表示され続ける場合があります。
デフォルトは [Yes] です。
詳細は、「コンテンツ ポートの予約」（74 ページ）を参照してください。

Content quality

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] の場合に設定できます）
コンテンツのビデオ品質レベル。たとえば、このテンプレートに基づく会議に関連付けられたプレゼンテーションなど。
選択した品質レベルに応じて、適切な数のリソースが会議をホストする会議ブリッジに割り当てられます。次のオプ
ションがあります。


Full HD (1080p 30fps/ 720p 60fps) ：この設定は、wide UXGA 27fps をサポートします



HD (720p 30fps)



1280 X 720p 15fps



1280 X 720p 5fps



消灯

WebEx 対応の会議には、[Off] を使用しないでください。
注：会議テンプレートの [Content quality] でコンテンツ ストリームの解像度とフレーム レートを制限します。ただし、
TelePresence Server がホストする会議の場合、TelePresence Server 4.1 以降では低いフレームレートのコンテ
ンツをサポートしており、解像度を保持します。たとえば、720p5 テンプレート設定は 1080p2.5 のコンテンツになる
場合があります。フレームレートと低い解像度を保持するには、コンテンツ チャネルの送信側エンドポイントを [favor
motion] に設定します。
[Maximum number of cascades] が 0 より大きい場合、プライマリ会議ブリッジではコンテンツ用のリソースは可能
性のある各カスケード リンクの用に予約されます。各カスケード会議ブリッジでコンテンツ リソースは、ダイヤル インし
てくるすべての参加者に対してだけでなく、プライマリ会議ブリッジへのカスケード リンクに対しても使用されます。
マルチスクリーン エンドポイントとして処理される Cisco TelePresence System T3（T3）準拠、および
TelePresence Interoperability Protocol（TIP）準拠のエンドポイントの場合、関連付けられるテンプレートに尐なくと
も [1280 x 720p 5fps] の [Content quality] を含める必要があります。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポー
トされている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
[Off] を選択すると、このテンプレートに基づく会議に使用できる別個のコンテンツ チャネルは設定されません。一部
のエンドポイントによりメイン ビデオ チャネルにコンテンツが提供するために、コンテンツが表示され続ける場合があ
ります。
デフォルトは [Off] です。
詳細は、「コンテンツへのリソース割り当て」（75 ページ）を参照してください。
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フィールド
説明
スケジュールされた API を使用する Cisco TMS などのスケジューリング アプリケーションのみによって、会議を作成するかどうかを決定
会議
します。
[Yes]：会議は、事前に定置された時刻にスケジューリング アプリケーションによって作成されます。この時刻より前に
会議にダイヤル インした参加者は拒否され、会議が開催されてから再びコールしなければなりません。この設定は、
WebEx 対応の会議に使用します。
[No]：会議は最初の参加者がダイヤル インすると同時に開催されます。
デフォルトは [No] です。
Segment
switching

（[Service Preference] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] の場合に設定できます）
この会議テンプレートに関連付けられている TelePresence Server で、「セグメント スイッチング」機能を有効にする
かどうかを決定します。セグメント スイッチングは、TelePresence Server バージョン 4.0 以降でサポートされます。
それ以前のソフトウェア バージョンを使用している場合、この設定は無視されます。
[Yes]：関連付けられた TelePresence Server で、デフォルトのセグメント スイッチング モードが有効になります。マ
ルチスクリーン エンドポイントに、すべての画面ではなく、他のマルチスクリーン システムの最も声の大きい発言者を
含む画面のみを表示することができます。これにより、単一画面のエンドポイントとマルチスクリーン システムの個々
の画面とを、同時に混ぜて表示することができます。セグメント スイッチングは、最大音量のペイン情報を提供するマ
ルチスクリーン システムでのみ機能します。
[No]：関連付けられた TelePresence Server で、ルーム スイッチング モードが有効になります。マルチスクリーン
エンドポイントが最も声の大きい発言者である場合、その画面のすべてが、他のマルチスクリーン エンドポイントに
（十分な画面があれば）全画面表示されます。マルチスクリーン エンドポイントが最も声の大きい発言者でない場合
は、その画面のいずれも、他のマルチスクリーン エンドポイントに全画面表示されることはありません。
デフォルトは [Yes] です。

Guests wait for
host

ゲストが他の参加者とプレゼンテーションを表示、視聴、共有する前にホストが会議に参加するまで待機する必要が
あるかどうかを示します。
注：この設定は、レクチャー タイプの会議を使用して Telepresence Server 上でホストされる会議でのみサポートさ
れます。
[Yes]：ホストよりも前に参加したゲストは、ホストが参加するまで待機する必要があります。
[No]：ゲストはホストが参加するまで待機する必要はありません。
デフォルトは [No] です。

Advanced
parameters

[Advanced template parameters] は、API によって会議ブリッジに渡すことができるパラメータです。このパラメー
タは、会議テンプレートの作成後に編集することができます。[Advanced template parameters] ページに移動する
には [Edit] をクリックします。そこで、会議ブリッジに送信するパラメータを選択することができます。
選択または指定しない詳細パラメータは会議ブリッジに送信されず、会議ブリッジのデフォルト値が使用されます。
詳細は、「テンプレートの詳細パラメータの追加と編集」（65 ページ）を参照してください。
注意：この機能はアドバンス ユーザ専用です。
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注：この会議テンプレートで 1 人または複数人の自動ダイヤル参加者が定義されている場合、自動ダイヤル参加者の [Maximum quality]
は、会議テンプレートで定義された品質設定（[Participant quality] 、[Host quality]、または [Guest quality]）をオーバーライドします。こ
れにより、自動ダイヤル参加者には、会議の他の参加者とは異なる品質が提供される場合があります。

テンプレートの詳細パラメータの追加と編集
注意：この機能はアドバンス ユーザ専用です。
Cisco TelePresence MCU は Cisco TelePresence MCU Remote Management API を、Cisco TelePresence Server は Cisco
TelePresence Server API をサポートします。これらの API により、XML-RPC プロトコルを使用して送信されるメッセージでの、関連する
会議ブリッジのサードパーティ制御が可能になります。TelePresence Conductor は、プール内の会議ブリッジにある会議を制御するのに、
これらの API を使用します。TelePresence MCU の API バージョン 2.8 以降、および TelePresence Server の API バージョン 3.0 以
降がサポートされます。
TelePresence Conductor では、[Advanced template parameters] ページでこれらの API の conference.create コール
（TelePresence MCU の場合）、および flex.conference.create コール（TelePresence Server の場合）を使用することができます。
このページには、会議テンプレートの作成後に [Conference templates] ページ（[Conference configuration] > [Conference
templates]）からアクセスできます。
会議が作成されると、会議ブリッジは会議ブリッジで設定された設定を適用します。ただし、これらの設定は、TelePresence Conductor の
[Advanced template parameters] で設定された値によりオーバーライドされます。
テンプレートの詳細パラメータ設定を作成または編集するには、以下のステップに従います。
1.

新しい会議テンプレートを作成するか、既存の会議テンプレートを選択します（[Conference configuration] > [Conference
templates]）。

2.

[Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリックします。
[Advanced template parameters] ページが表示されます。

3.

会議ブリッジに送信する必要があるすべてのパラメータの横にあるチェックボックスをオンにします。


TelePresence Server については、設定ごとに 1 つのみのチェックボックスがあります。選択した設定はプライマリ会議ブリッジ
および（ある場合は）カスケード会議ブリッジに適用されます。



TelePresence MCU については、1 つ目はプライマリ TelePresence MCU に関して、2 つ目はカスケード TelePresence
MCU に関して、2 つのチェックボックスがあります。選択したすべてのプライマリの詳細パラメータに一致するカスケード値を指
定していることを確認します。また、プライマリおよびカスケードの詳細パラメータの値が一意であることも確認します。
注：TelePresence Conductor の将来のリリースでは、カスケード パラメータはなくなり、プライマリの詳細パラメータがカスケー
ド会議ブリッジに適用されるようになる可能性があります。

4.

関連するパラメータ値を入力するか選択します。
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Cisco TelePresence MCU のパラメータ
注：さまざまなパラメータの一貫した可用性と動作を保証するために、すべての TelePresence MCU を同じソフトウェア リリースを使用して
実行する必要があります。
フィールド名
Automatic
lecture mode

API 中のパラメータ
automaticLectureMode

説明
自動レクチャー モードでは、受講者は講師（ホスト）を全画面ビューで表示すること
ができます。このモードでは、講師には標準ビュー（分割表示）での表示が続けら
れます。つまり、講師には、自分ではなく、受講者（ゲスト）が表示されます。
TelePresence MCU は講師を識別し、ここで選択されているモードに従って、他
の参加者に表示されるレイアウトを制御します。
Type 1：発言者には分割表示（またはカスタム レイアウト）が表示され、すべての
参加者には発言中のゲスト（ホストかゲストかを問わず）が表示されます。
Type 2：発言者を含むすべてのゲストに、最後に発現したホストが全画面で表示
されます。すべてのホストには、それぞれのカスタム レイアウトで表示されます。
Disabled：自動レクチャー モードは無効になります。

Timeout for
automatic
lecture mode
type 1
Floor and chair
control

automaticLectureModeTimeout

このパラメータは、[Automatic lecture mode] で [Type 1] が選択されている場
合に適用されます。この値（秒）により、最も声の大きい発言者をどのくらい迅速に
全画面ビューで他の参加者に表示するかを決定します。

chairControl

この会議のフロア制御およびチェアー制御の設定を制御します。
None：フロア制御とチェアー制御の使用はこの会議では許可されません。
Floor control only：フロア制御のみがこの会議で許可され、チェアー制御は許可
されません。他の参加者が現在「フロアを取得」していない限り、どの参加者もフロ
アを取得できます。
Chair and Floor Control：フロア制御とチェアー制御の両方がこの会議で許可さ
れます。どの参加者もフロアを取得することができ、他の参加者がチェアーを現在
取得していない限り、どのホストも「チェアーを取得」できます。
Default：TelePresence MCU のデフォルト設定を使用します。
[Floor and chair control] の詳細については、関連する TelePresence MCU
のオンライン ヘルプを参照してください。

Content mode

contentMode

会議のコンテンツ モードを決定します。TelePresence MCU バージョン 4.2 を実
行している場合は使用しないでください。
Transcoded：コンテンツは常にトランスコードされます。TelePresence MCU
は、単一のトランスコードされたコンテンツ ストリームを送信します。
Pass-through：コンテンツはデコードされずに、リパッケージされただけで、会議
の対象の各エンドポイントへ送信されます。
Hybrid：TelePresence MCU は 2 つのコンテンツ ストリームを送信します。1 つは高
解像度のパススルー ストリームで、もう 1 つはより高いストリームをサポートできない
すべてのエンドポイント用にトランスコードされ、縮小された低解像度のストリームです。
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フィールド名

API 中のパラメータ

Transmitted
content
resolutions

contentTransmitResolutions

説明
このテンプレートに基づく会議でエンドポイントに送信されるコンテンツ チャネルの
解像度。
4-to-3 only：TelePresence MCU はコンテンツをエンコードし、それを 4:3 の比
率の解像度で送信します。
16-to-9 only：TelePresence MCU はコンテンツをエンコードし、それを 16:9 の
比率の解像度で送信します。
Allow all：TelePresence MCU は会議のエンドポイントから送信される機能に関
する情報に応じて、最適な解像度を決定します。

Outgoing
transcoded
codec

contentTxCodec

Minimum bit
rate to use for
transmitted
content
Custom layout
enabled

contentTxMinimumBitRate

customLayoutEnabled

このテンプレートに基づく会議でコンテンツを送信するために使用されるコーデッ
ク。コンテンツがトランスコードされる場合に、以下がトランスコーダの出力形式に
なります。[H.263+] または [H.264]。この設定は、[Pass-through] モード時には
適用されません。
会議のコンテンツ レシーバに送信される、共有コンテンツ ビデオ エンコーディング
の帯域幅の下限を設定します。単位は bps です。

カスタム レイアウトをこのテンプレートに基づく会議の全参加者に使用できるかど
うかを決定します。
カスタム レイアウトを使用するには、[New participants will see custom
layout] フィールドを [True] に、および [Custom layout] を適切な値に設定する
必要があります。

Custom layout

customLayout

会議の参加者に表示されるビデオ レイアウトのインデックス番号。使用できるレイ
アウトと対応するインデックス値のリストは、「会議のレイアウト」（174 ページ）を参
照してください。
カスタム レイアウトを使用するには、[New participants will see custom layout]
および [Custom layout enabled] を [True] に設定する必要があります。
デフォルトは [5] です。

Description
Encryption
required

description

Guest PIN

guestPin

encryptionRequired

会議に関する追加情報。
このテンプレートに基づく会議の暗号化の設定。[True] の場合、この会議には暗
号化が必須となり、そうでない場合、暗号化はオプションとなります。暗号化が必
須の場合、TelePresence MCU の暗号化機能キーが有効化されている必要が
あります。
会議で [Guest PIN] が設定されている場合、ゲスト参加者は正しい PIN を入力し
なければ、会議に参加したり会議の設定を変更できません。
[Guest PIN] は、プライマリ会議ブリッジでのみ設定できます。設定すると、ゲスト
PIN は、すべてのカスケード会議ブリッジで同じになります。

Audio muted
initially
Video muted
initially

joinAudioMuted
joinVideoMuted

参加者が会議に参加したときに、最初は全参加者の音声をミュートするかどうかを
決定します。
参加者が会議に参加したときに、最初は全参加者のビデオをオフにするかどうか
を決定します。
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フィールド名

API 中のパラメータ

Disconnect
when last host
leaves

lastChairmanLeavesDisconnect ホスト ステータスの最後の参加者が会議から退出したときに、すべての他の参加

Layout control
via FECC/DTMF

layoutControlEx

説明
者を切断するかどうかを決定します。
注：会議テンプレートで [Disconnect when last host leaves] を [true] に設定
し、会議ブリッジ タイプが TelePresence MCU の場合、プライマリ
TelePresence MCU 上のすべてのホスト参加者が切断されると、プライマリ
TelePresence MCU 上のすべてのゲスト参加者は自動的に切断されることに注
意してください。これは、カスケード TelePresence MCU にホストが残っている場
合にも発生します。
ビュー レイアウトをどのように制御できるかを定義します。この設定は、エンドポイ
ントの個々の設定でオーバーライドされる場合があります。
Disabled：参加者は、遠端カメラ制御（FECC）、デュアルトーン多重周波数
（DTMF）のいずれを使用しても、ビュー レイアウトを変更できません。
FECC only：参加者は、FECC を使用してのみ、ビュー レイアウトを変更できます。
DTMF only：参加者は、DTMF を使用してのみ、ビュー レイアウトを変更できます。
FECC with DTMF fallback：参加者は、FECC を使用できる場合は FECC を使
用して、FECC がないエンドポイントでは DTMF により、ビュー レイアウトを変更
できます。
Both FECC and DTMF：参加者は、FECC と DTMF の両方を使用して、ビュー
レイアウトを変更できます。

newParticipantsCustomLayout 新しい参加者がカスタム レイアウトを使用できるかどうかを決定します。
New
participants will
カスタム レイアウトを使用するには、[Custom layout enabled] フィールドを
see custom
[True] に、および [Custom layout] を適切な値に設定する必要があります。
layout

PIN

pin

会議に PIN が設定されている場合、ホストは正しい PIN を入力しなければ、会議
に参加したり会議の設定を変更できません。
PIN は、プライマリ会議ブリッジでのみ設定できます。設定すると、PIN は、すべて
のカスケード会議ブリッジで同じになります。

Mute in-band
DTMF

suppressDtmfEx

インバンドのデュアルトーン多重周波数（DTMF）トーンのミュートを制御します。
FECC：遠端カメラ制御（FECC）が使用できないために DTMF 使用されている場
合、インバンドの DTMF トーンはミュートされます。
Always：インバンドの DTMF トーンは常にミュートされます。
Never：インバンドの DTMF トーンは決してミュートされません。

templateNumber
Template
number
Template name templateName
Custom
parameters

TelePresence MCU テンプレートを一意に識別するインデックス。
TelePresence MCU テンプレートの名前。
このフィールドを使用して、有効な JSON で、詳細パラメータとそれに対応する値
を入力することができます。
次のパラメータは使用できません。これらは、TelePresence Conductor で使用
されており、変更すると会議の作成が失敗します。
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フィールド名

API 中のパラメータ

説明


conferenceName



numericId



guestNumericId



startTime



maximumAudioPorts



reservedAudioPorts



maximumVideoPorts



reservedVideoPorts



enforceMaximumAudioPorts



enforceMaximumVideoPorts



repetition



weekday



whichWeek



weekDays



terminationType



terminationDate



numberOfRepeats

また、次のパラメータも使用しないことをお勧めします。やはり、会議の作成が失
敗する可能性があります。
 cleanupTimeout


contentMode（TelePresence MCU バージョン 4.2 を実行している場合

は使用しないでください）


contentContribution



h239Enabled



durationSeconds



private

TelePresence Conductor は、これらのフィールド内のデータを詳細にはチェッ
クしません。不適切な設定があると、会議の作成が失敗し（またはカスケードの作
成が失敗し）、TelePresence MCU が一時的に使用できなくなって使用可能な会
議ブリッジから除外される場合があります。

MCU API（conference.create コールを使用して設定可能なパラメータなど）の使用方法については、『Cisco TelePresence MCU
Remote Management API』を参照してください。
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フィールド名

API 中のパラメータ

Guest PIN

guestPin

PIN
Singlescreen
layout

説明
会議で [Guest PIN] が設定されている場合、ゲスト参加者は正しいゲスト PIN
を入力しなければ、会議に参加したり会議の設定を変更できません。
pin
会議で [PIN] が設定されている場合、ホストは正しい PIN を入力しなければ、会
議に参加したり会議の設定を変更できません。
displayDefaultLayoutSingleScreen この会議テンプレートを使用した、単一画面エンドポイントのデフォルトのレイア
ウト タイプ。この設定は、会議で遠端カメラ制御（FECC）キーまたはデュアルトー
ン多重周波数（DTMF）キーを使用している参加者により、オーバーライドされる
場合があります。
[Single]：アクティブな発言者が 1 つの全画面ペインに表示されます。
[ActivePresence]：アクティブな発言者は 1 つの大きなペインに表示され、その
他の参加者は画面下部にある最大 6 個の PIP（ピクチャ イン ピクチャ）オー
バーレイに表示されます（TelePresence Server バージョン 4.0 以前の場合は
9 個の PIP）。
[Prominent]：アクティブな発言者は 1 つの大きなペインに表示され、その他の
参加者は画面下部にある最大 4 個の小さいペインに表示されます。
[Equal]：会議の参加者は、最大 4 X 4 の同じサイズのペインに、グリッド パター
ンで表示されます。

Multiscreen
layout

displayDefaultLayoutMultiScreen

この会議テンプレートを使用した、マルチスクリーン エンドポイントのデフォルトの
レイアウト タイプ。この設定は、会議で遠端カメラ制御（FECC）キーまたはデュア
ルトーン多重周波数（DTMF）キーを使用している参加者により、オーバーライド
される場合があります。
[Single]：アクティブな発言者を含むエンドポイントのすべての画面が、マルチス
クリーン エンドポイントで全画面表示されます。
[ActivePresence]：アクティブな発言者を含むエンドポイントのすべての画面
が、マルチスクリーン エンドポイントで全画面表示され、その他の参加者が画面
下部にある最大 6 個の PIP（ピクチャ イン ピクチャ）オーバーレイに表示されま
す（TelePresence Server version 4.0 以前の場合は 9 個の PIP）。

Enable iX
protocol

Custom
parameters

iXEnabled

このフィールドが [True] の場合、この会議に関連付けられている
TelePresence Server で iX プロトコルが有効になります。これにより、
TelePresence Server は、この機能が有効化されているエンドポイントで
ActiveControl をネゴシエートできます。
このフィールドを使用して、有効な JSON で、詳細パラメータとそれに対応する
値を入力することができます。
次のパラメータは使用できません。これらは、TelePresence Conductor で使
用されており、変更すると会議の作成が失敗します。
 conferenceName


conferenceReference



startTime



metadata
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フィールド名

API 中のパラメータ

説明
また、次のパラメータも使用しないことをお勧めします。やはり、会議の作成が失
敗する可能性があります。
 conferenceMediaTokens


conferenceMediaTokensUnlimited



conferenceMediaCredits



conferenceMediaCreditsUnlimited



waitForChair



duration



durationUnlimited



maxParticipants



maxParticipantsUnlimited

TelePresence Conductor は、これらのフィールド内のデータを詳細にはチェッ
クしません。不適切な設定があると、会議の作成が失敗し、TelePresence
Server が一時的に使用できなくなって使用可能な会議ブリッジから除外される
場合があります。
共通カスタム パラメータの設定方法の例については、「TelePresence Server
のカスタム パラメータ」（71 ページ）を参照してください。

TelePresence Server で設定できるパラメータの詳細については、『Cisco TelePresence Server API Reference Guide』を参照してください。

TelePresence Server のカスタム パラメータ
TelePresence Server の最適化プロファイルの設定
最適化プロファイルは、TelePresence Server が特定の会議のエンドポイントにメディア リソースをどのように割り当てるかを指定します。
オプションを次の表に示します。
表 2：最適化プロファイルの列挙型
optimizationProfile 値 説明
maximizeEfficiency
スクリーン ライセンスが積極的に維持されます。この値は、使用可能なリソースのほとんどのコールを提供します。
favorEfficiency
効率性と経験のバランスを表し、要求された解像度の許可よりもスクリーン ライセンスの維持を優先します。
favorExperience
これがデフォルトです。効率性と経験のバランスを表し、スクリーン ライセンスの維持よりも要求された解像度
の許可を優先します。
maximizeExperience
スクリーン ライセンスがさらに迅速に割り当てられます。この値は、4 つのプロファイルの最高のエクスペリエ
ンスを実現します。
帯域幅による最適化（optimizationProfile を capabilitySetOnly に設定すること）が無効な場合、コー
ルはより低い帯域幅でより高い解像度を実現しますが、割り当て効率の悪さが利益を上回ることがあります。
capabilitySetOnly

これは、TelePresence Server 3.1 の動作です。
TelePresence Server は、スクリーン ライセンス要件を管理システムに報告する際、エンドポイントの公表さ
れている最大解像度のみを考慮します。エンドポイントの公表されている受信帯域幅に基づいてリソースを報
告しようとはしません。
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最適化プロファイルを設定するには、TelePresence Server の optimizationProfile API パラメータを変更する必要があります。これを
行うには、適切なオプションを指定し、[Custom parameters] フィールドに、たとえば次の JSON コマンドを入力します。
{"optimizationProfile":"favorExperience"}

他の共通カスタム パラメータの設定
TelePresence Server の他の共通パラメータの [Custom parameters] フィールドに入力される JSON の例を以下に示します。
{
"disconnectOnChairExit":false,
"welcomeScreen":true,
"welcomeScreenMessage":"Welcome to your meeting.ミーティングへようこそ。",
"useCustomOnlyVideoParticipantMessage":true,
"customOnlyVideoParticipantMessage":"This screen will remain if you are the only participant",
"useCustomWaitingForChairMessage":true,
"customWaitingForChairMessage":"Waiting for conference chairperson.",
"useCustomPINEntryMessage":true,
"customPINEntryMessage":"Please enter the security PIN followed by #.",
"useCustomPINIncorrectMessage":true,
"customPINIncorrectMessage":"PIN Incorrect - Please try again.",
"useCustomConferenceEndingMessage":true,
"customConferenceEndingMessage":"The conference is ending.",
"callAttributes":
{"displayShowEndpointNames":true}
}

この例で使用される TelePresence Server パラメータは次のとおりです。


disconnectOnChairExit：最後のホストが退出したら発信者を切断するかどうかを示すブーリアン パラメータ



welcomeScreen：発信者が会議に参加すると 5 秒間ウェルカム画面を表示するかどうかを示すブーリアン パラメータ



welcomeScreenMessage：ウェルカム メッセージ用の、最大 500 文字の文字列を含むパラメータ



useCustomOnlyVideoParticipantMessage：1 人の参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である場合、カスタム メッセー

ジを表示するかどうかを示すブーリアン パラメータ


customOnlyVideoParticipantMessage：会議の唯一のビデオ参加者に表示されるカスタム メッセージ用の、最大 500 文字の文

字列を含むパラメータ


useCustomWaitingForChairMessage：ホストが会議に参加するのを待機しているときに、カスタム メッセージを表示するかどうか

を示すブーリアン パラメータ


customWaitingForChairMessage：ホストが参加するのを待機している参加者に表示するカスタム メッセージ用の、最大 500 文

字の文字列を含むパラメータ
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useCustomPINEntryMessage：PIN エントリ フォームでカスタム メッセージを表示するかどうかを示すブーリアン パラメータ



customPINEntryMessage：PIN エントリ フォームで表示するカスタム メッセージ用の、最大 200 文字の文字列を含むパラメータ



useCustomPINIncorrectMessage：不正な PIN が入力された場合に PIN エントリ フォームでカスタム メッセージを表示するかど

うかを示すブーリアン パラメータ


customPINIncorrectMessage：不正な PIN が入力された場合に表示するカスタム メッセージ用の、最大 100 文字の文字列を含

むパラメータ


useCustomConferenceEndingMessage：会議の終了が近づいたらカスタム メッセージを表示するかどうかを示すブーリアン パラ

メータ


customConferenceEndingMessage：会議の終了が近づくと表示されるカスタム メッセージ用の、最大 100 文字の文字列を含む

パラメータ


displayShowEndpointNames：エンドポイント名を画面に表示するかどうかを示す callAttributes パラメータ中のブーリアン パ

ラメータ
設定できるパラメータの詳細については、『Cisco TelePresence Server API Reference Guide』を参照してください。

リソース割り当てについて
各会議は 1 つまたは複数の会議ブリッジでホストされます。TelePresence Conductor は、新しい会議を作成する要求を受信すると、優
先されるプール内のすべての会議ブリッジ内の使用リソースをチェックし、どの会議ブリッジで会議をホストするかを決定します。どの会議ブ
リッジを使用するかを決定する前に、十分なリソースがある会議ブリッジに会議を割り当てることができるよう、TelePresence Conductor
は会議に必要なリソースの数を把握する必要があります。

TelePresence MCU でのリソースの予約と割り当て
TelePresence MCU はリソースの割り当てにポートの概念を使用します。各会議参加者には、品質レベルを区別せずに、1 つの
TelePresence MCU ポートが割り当てられます。
注：TelePresence Conductor でのさまざまなタイプのポートの予約は、下記で説明するように、TelePresence MCU で [Disabled] に設
定する必要がある [Media port reservation] の設定に依存しません。

ホスト リソースの予約
レクチャー タイプの会議は、複数のホストを持つことができます。各ホストには、音声およびビデオを送受信するための会議ブリッジ リソー
スが必要です。
ホスト用リソースは、会議テンプレートで [Number of hosts to reserve] を指定することにより、プライマリ会議ブリッジ上に予約できます。
追加のホストは、プライマリまたはカスケード会議ブリッジに十分なリソースがあれば、会議にダイヤ インすることができます。カスケード会
議ブリッジ上のホストは、プライマリ会議ブリッジ上では使用できた機能のすべてを使用することができません（たとえば、レイアウト エクス
ペリエンスと制御機能が、予測どおりに動作しない可能性があります）。
したがって、[Number of hosts to reserve] には、ホストの数と同じ数を入力することをお勧めします。これにより、はすべてのホストが同じ
エクスペリエンスを得るように、すべてのホストのプライマリ会議ブリッジでリソースが予約されます。
予約されるホスト リソースは、会議の期間にわたって予約され、その会議のホストによる使用のためだけに予約されます。
デフォルトでは、ホストより前にゲストがレクチャー タイプの会議にダイヤル インすると、エントリ画面で待機することになります。
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カスケード リソースの予約
会議がプライマリ会議ブリッジのキャパシティを超えると、TelePresence Conductor は別の会議ブリッジを設け、そのリソースを使用しま
す。これはカスケーディングとして知られています。その後、2 つ目の会議ブリッジのリソースが不足したら、プライマリ会議ブリッジから 3 つ
目、さらに次の会議ブリッジへと、会議をカスケーディングすることができます。
（プライマリ会議ブリッジから別の会議ブリッジへの）各カスケードでは、プライマリ会議ブリッジ上に 1 つの予約済みカスケード ポート、カス
ケード会議ブリッジ上に 1 ポートを使用します。プライマリ会議ブリッジ上に必要な数のカスケード ポートを予約するには、TelePresence
Conductor で会議テンプレートを作成する際に、[Maximum number of cascades] を指定します。会議の期間中、これらのポートはカス
ケード専用に予約されます。
予約するカスケード ポートの適切な数を決定するのが困難な場合があります。必要以上の数のカスケード ポートを予約すると、結果として、
プライマリ会議ブリッジに無駄にリソースを予約することになり、その分を参加者は使用できません。逆に、必要より尐ないポートを予約する
と、（特にネットワークの負荷が重くなった場合に）会議を必要なサイズまで拡張できない可能性があります。
複数の会議ブリッジ間で会議がカスケードされないようにするには、[Maximum number of cascades] を 0 に設定します。これを行うと、
新しい参加者が会議に参加できなくなる可能性があることに注意してください。

コンテンツ ポートの予約
会議の参加者が、プレゼンテーションなどのコンテンツ ビデオを送信することを希望する場合があります。このようなコンテンツは、会議ブ
リッジに専用のポートを必要とします。
参加者がコンテンツを送信できるようにするには、[Allow content] オプションを選択する必要があります。これにより、コンテンツ専用に、
プライマリ会議ブリッジ上に 1 ポート、会議がカスケードしている場合は各カスケード会議ブリッジ上に 1 ポートが予約されます。すべての
参加者がこれらのポートからコンテンツを受け取ることがきます。ただし、一度に 1 人の参加者だけがコンテンツを送信できます。
このオプションで [Allow content] を選択していない場合、会議ブリッジ上の使用できるポートの数に関係なく、参加者はコンテンツを送信
できません。エンドポイントによりコンテンツがメイン ビデオ チャネルに提供されると、コンテンツは表示されるだけになります。
会議ブリッジで指定されている [Dedicated content ports] の数は、コンテンツ用に予約されるポートの数の計算から除外されます。

ポートの割り当て
TelePresence MCU では、会議に参加する各参加者に 1 つのポートが割り当てられます。ホスト用に、および、追加の TelePresence
MCU にカスケードするために、ポートを予約することができます。
TelePresence MCU によっては、専用コンテンツ ポートおよび専用音声ポートがあります。コンテンツ用にリソースを予約または割り当て
ると、専用コンテンツ ポートが最初に使用され、そのすべてが使用されると、通常のビデオ ポートがコンテンツ用に使用されます。
TelePresence Conductor では、専用音声ポートは使用されません。すべての参加者がある時点でビデオを必要とすることが前提とされ
ており、ビデオ コールとオーディオ専用コールの両方にビデオ ポートが割り当てられます。
TelePresence Conductor では、1 つの TelePresence MCU で作成できる会議の数が次のように制限されます。
1 MCU あたりの会議の合計数 = MCU 上のビデオ ポートの数/2

TelePresence Server でのリソースの予約と割り当て
TelePresence Server は、会議に必要な音声、ビデオ、およびコンテンツの品質レベルに基づいてリソースを割り当てます。
TelePresence Conductor の [Quality settings] ページにより、事前設定された品質設定を編集したり、新しい品質設定を定義すること
ができます。
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ホスト リソースの予約
レクチャー タイプの会議は、複数のホストを持つことができます。すべてのホストが会議に参加できるためには、1 つの会議ブリッジに使用
可能なリソースが十分にある必要があります。すべてのホストが会議に参加できるだけの十分なリソースを確保するため、会議テンプレート
の作成時には、会議ブリッジで TelePresence Conductor がリソースを予約する必要があるホストの数を尋ねられます。
[Number of hosts to reserve] の数を、以下のように、同じテンプレート上で定義されている [Host quality] に必要なリソースの数で乗算
します。
予約するリソースの合計数 = 予約するホストの数 *（（ホストの品質 * 画面の数）+ コンテンツの品質）

会議の期間にわたってホストによる使用のためだけに、適切な数のリソースが予約されます。
会議で予約されたリソースよりも多くのホスト リソースが必要になった場合、その会議をホストする会議ブリッジに使用可能なリソースが十
分にある場合のみ、ホストは会議に接続し続けることができます。

カスケード リソースの予約
会議がプライマリ会議ブリッジのキャパシティを超えると、TelePresence Conductor は別の会議ブリッジを設け、そのリソースを使用しま
す。これはカスケーディングとして知られています。その後、2 つ目の会議ブリッジのリソースが不足したら、プライマリ会議ブリッジから 3 つ
目、さらに次の会議ブリッジへと、会議をカスケーディングすることができます。
（プライマリ会議ブリッジから別の会議ブリッジへの）各カスケードでは、プライマリ会議ブリッジおよび追加の会議ブリッジで、次のリソースを
使用します。
[720p のビデオおよびステレオ音声を提供される参加者により使用されるリソース] + [コンテンツに割り当てられるリソース（会議テンプレートのコンテン
ツ品質で選択）]

プライマリ会議ブリッジ上に必要な数のカスケード リソースを予約するには、TelePresence Conductor で会議テンプレートを作成する際
に、[Maximum number of cascades] を指定します。カスケード リソースの合計数は、[Maximum number of cascades] の数を 1 つ
のカスケードに必要なリソースの数で乗算した数になります。会議の期間中、これらのリソースはカスケード専用に予約されます。
カスケードの最大数を正確に決定することが困難な場合があります。必要以上の数のカスケード リソースを予約すると、結果として、プライ
マリ会議ブリッジに無駄にリソースを予約することになり、その分を参加者は使用できません。逆に、必要より尐ないリソースを予約すると、
（特にネットワークの負荷が重くなった場合に）会議を必要なサイズまで拡張できない可能性があります。
複数の会議ブリッジ間で会議がカスケードされないようにするには、[Maximum number of cascades] を 0 に設定します。これを行うと、
新しい参加者が会議に参加できなくなる可能性があることに注意してください。

参加者とゲストへのリソースの割り当て
ミーティング タイプの会議の参加者用、およびレクチャータイプの会議のゲスト用のリソースは、参加者が会議に参加する際に必要に応じ
て割り当てられます。
各参加者に割り当てられるリソースの数は、音声とビデオの品質の設定によって異なります。これらは、[Participant quality] および
[Guest quality] を使用して、会議テンプレートで定義されます。

コンテンツへのリソースの割り当て
会議の参加者が、プレゼンテーションなどのコンテンツ ビデオを送信することを希望する場合があります。このようなコンテンツは、会議ブ
リッジに専用のリソースを必要とします。
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会議ブリッジに割り当てられるリソースの数は、会議テンプレートでの [Content quality] の設定により決定されます。
次の表に、事前設定された各コンテンツの品質設定で割り当てられるリソースの比率を示します。
コンテンツの品質設定
Full HD (1080p 30fps/720p 60 fps)
HD (720p 30fps)
1280 X 720p 15fps
1280 X 720p 5fps
消灯

割り当てられるリソースの比率
1
フル HD（1080p 30fps/720p 60fps）のリソースの 0.5
HD（720p 30fps）のリソースの 0.5
1280 X 720p 15fps の 0.33
なし

[Off] を選択すると、会議ブリッジ上の使用できるリソースの数に関係なく、参加者はコンテンツを送信できません。エンドポイントによりコン
テンツがメイン ビデオ チャネルに提供されると、コンテンツは表示されるだけになります。

複数画面へのリソースの割り当て
TelePresence Server でマルチスクリーン エンドポイントをサポートするには、次の操作を行う必要があります。


会議テンプレートで [Allow for multiscreen] を [Yes] にし、



次のいずれかを行います。


TelePresence Conductor の B2BUA を使用する TelePresence Conductor の導入で、TelePresence Interoperability
Protocol（TIP）準拠のエンドポイントを使用するか、または



[Pre-configured endpoints] ページでエンドポイントを事前設定する。

このリリースの TelePresence Conductor は、マルチスクリーン エンドポイントである自動ダイヤル参加者をサポートしません。
事前設定されたマルチスクリーン エンドポイントへのリソースの割り当て
事前設定されたマルチスクリーン エンドポイントでは、会議ブリッジで割り当てられるリソースの数は、すべてのコーデックの品質設定に基
づきます。
たとえば、それぞれ 3 つの画面/コーデックを持つ 2 つのエンドポイントが事前設定されている場合、6 つのコーデックそれぞれの品質設定
に必要なリソースが追加されます。
事前設定されたエンドポイントに割り当てられたリソースは、関連する会議テンプレートでのどの品質設定よりも優先され、リソースを最適化
することはできません。
TIP 準拠マルチスクリーン エンドポイントへのリソースの割り当て
Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用している TIP 準拠マルチスクリーン エンドポイントは、事前設定が必要です。事
前設定しない場合、TIP 準拠でなく事前設定もされていないエンドポイントと同様に扱われます。
ランデブー コール用に TelePresence Conductor の B2BUA を使用している TIP 準拠では、会議ブリッジで割り当てられているリソース
の数は、次のうち小さい方の数になります。


TIP によってアドバタイズされる画面の数、および



会議テンプレートで設定されている [Maximum screens] の数。
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会議ブリッジは、画面の数で乗算された会議に参加しているホスト、参加者、またはゲストのそれぞれのの品質設定に基づく適切なリソース
を割り当てます。
たとえば TIP が 3 つの画面をアドバタイズし、ただし [Maximum screens] が 1 に設定されている場合、エンドポイントに必要なリソース
は、品質設定に基づいて 1 で乗算されます。
TIP 準拠エンドポイントが事前設定されている場合、リソースはコーデックの品質設定に従って割り当てられ、リソースを最適化することはで
きません。
TIP 準拠でなく事前設定もされていないマルチスクリーン エンドポイントへのリソースの割り当て
マルチスクリーン エンドポイントが TIP 準拠でなく事前設定もされていない場合、次の場合を除いて、単一画面しかないとみなされます。


TelePresence Conductor でアドホック会議にエスカレーションされている



レクチャー タイプの会議でホストとして予約されている、または



Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用して、ランデブー会議にコールしている。

エンドポイントが上記のカテゴリのいずれかにあてはまる場合、最初に割り当てられるリソースの数は、会議テンプレートで設定されている
[Maximum screens] に基づきます。たとえば、[Maximum screens] が 3 に設定されている場合、エンドポイントに必要なリソースは、品
質設定に基づいて 3 で乗算されます。
エンドポイントが上記のカテゴリのいずれにもあてはまらない場合、会議ブリッジに割り当てられるリソースは、品質設定のみに基づきます。
このエンドポイントでは追加の画面にリソースが割り当てられることはなく、会議には単一画面のみが表示されます。

リソースの最適化
会議テンプレートで [Optimize resources] が設定されている場合、特定の会議に最初に割り当てられたリソースは解放される場合があります。
次のような状況で、リソースは TelePresence Server で最適化され、解放されます。


エンドポイントがアドバタイズする最大の機能が、次のいずれかの設定で会議テンプレートに定義されている品質よりも低品質の場合。


Participant quality



Guest quality



Host quality



Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用してランデブー会議にダイヤル インするエンドポイントが、[Maximum
screens] によるテンプレートで定義されている数より尐ない画面をサポートしている場合。（TelePresence Conductor は SIP シ
グナリングにより必要な画面の数を検出できるため、B2BUA 導入でのエンドポイントには、適切な数の画面に割り当てるだけのリ
ソースがあります。）



アドホック会議にエスカレーションしている エンドポイントが、[Maximum screens] によるテンプレートで定義されている数より尐な
い画面をサポートしている場合。

レクチャー タイプの会議でホストとして予約されているエンドポイントが [Maximum screens] によるテンプレートで定義されている数より尐
ない画面をサポートしている場合、リソースは TelePresence Conductor で最適化されますが、TelePresence Server で解放されません。
解放されたリソースを使用できるのは、同じ会議にダイヤル インする他のホストのみです。
自動ダイヤル参加者および事前設定されたエンドポイントでは、リソースは最適化されません。これらのエンティティの設定では望ましい品
質が定義されているので、着信コール用の会議テンプレートで定義される機能がオーバーライドされるためです。
リソースの最適化は会議にコールが着信されてすぐに起きるのでなく、リソース ネゴシエーションが安定するまでに尐しの時間がかかります。
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リソースの最適化は以下の方法で実行されます。
1.

エンドポイントの機能が、エンドポイントと TelePresence Server 間でネゴシエートされます。

2.

TelePresence Conductor に必要なリソースが報告されます。

3.

最後の参加者が会議に参加した 5 秒後に、TelePresence Conductor が発信者ごとの最適化を実行します。

4.

最後の参加者が会議に参加してから 30 秒が経過したら、会議を退席する発信者は、自分のリソースすべて返却します。

会議の参加者数の制限
会議の参加者の合計数を制限することができます。制限が適用される参加者の合計数には、すべての自動ダイヤル参加者（会議ブリッジ
により会議にダイヤル インする参加者）、リソースが予約されている参加者（ホスト）、およびその他のすべての参加者（会議エイリアスの 1
つを使用して会議にダイヤル インした参加者）が含まれます。参加者数には、コンテンツまたはカスケードのために予約されたリソースは含
まれません。


参加者の数に制限を設けるには、[Maximum] フィールドで [Limit number of participants] チェックボックスをオンにし、会議の
参加者の合計数を入力します。



参加者の数に制限を設けない場合は、[Limit number of participants] チェックボックスをオフにします。

デフォルトは制限なしです。
参加者の最大数は、次より大きくする必要があります。


テンプレートに関連付けられた自動ダイヤル参加者の合計数に



リソースが予約されているすべての参加者（レクチャーの [Number of hosts to reserve] で設定した数）を足した数。

これらの参加者全員が会議にアクセスできるようにするためです。参加者の最大数がこれらの 2 つの数の合計よりも低く設定されると、会
議は開催されません。
参加者の最大数が自動ダイヤル参加者と予約された参加者の合計より多い（同じではなく）必要がある理由は、会議は最初の参加者がダ
イヤル インするまで開催されないため、会議が開催された時点で会議にはすでに 1 人の参加者が存在するためです。したがって、参加者
の合計数には、最初にダイヤル インする参加者と、すべての自動ダイヤル参加者と予約されたホストと、追加の参加者とが会議にダイヤ
ル インできる値を設定する必要があります。
次のいずれかの場合には、警告が表示されます。


自動ダイヤル参加者が既存のテンプレートに割り当てられ、それによって、自動ダイヤル参加者と予約されたホストの合計数が最
大数に等しくなる



予約されたホストの数が変更され、それによって、自動ダイヤル参加者と予約されたホストの合計数が最大数と等しくなったかまた
は最大数を超える



参加者の最大数が、自動ダイヤル参加者と予約されたホストの現在の合計数と等しいかまたはそれより尐ない数に変更される

注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前に参加者の最大数に達すると、その
参加者は拒否されます。
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会議エイリアスの作成と編集
会議エイリアスは、正規表現を使用して会議にダイヤル エイリアスをマッピングし、会議におけるユーザ ロールを指定します（参加者、ホス
トまたはゲスト）。
会議エイリアスは、Cisco VCS と Unified CM 実装のすべてのランデブー会議に必要です。
注：Web インターフェイスで設定される会議エイリアスは、TelePresence Conductor のプロビジョニング API でプロビジョニングされる
Collaboration Meeting Rooms に関連付けられたエイリアスとは別のものです。
各会議エイリアスを設定する際には、会議に使用するテンプレート、会議の名前、およびそのユーザを参加者、ホストまたはゲストとして会
議に許可するかどうかを指定する必要があります。エンドポイントのユーザは、会議を開催または会議に参加するには、指定されたエイリア
スをダイヤルする必要があります。
会議エイリアスは正規表現を使用します。これにより、ユーザが会議にアクセスするためにダイヤルするエイリアスを指定するパターンマッ
チングとワイルドカード、および会議ブリッジに会議が作成された際の会議の名前を使用することが可能になります。


正規表現についての詳細は、「正規表現について」（168 ページ）を参照してください。



正規表現を使用して会議エイリアスを設定する方法の具体例は、「正規表現の例 - 会議エイリアス」（170 ページ）および「正規表
現の例 - レクチャー」（171 ページ）を参照してください。

[Conference aliases] ページ（[Conference configuration] > [Conference aliases]）に、新しい会議エイリアスを編集、削除、作成する
ためのすべての既存の会議エイリアスがリスト表示されます。
ミーティングでは、尐なくとも 1 つの会議エイリアスを設定する必要があります。ただし、同じ会議に 2 つ以上のエイリアスを設定することが
できます。
レクチャーでは、尐なくとも 2 つの会議エイリアス（ホスト用に 1 つ、ゲスト用に 1 つ）を設定する必要があります。
Incoming alias または Conference name 間にいかなる競合もないことが必要です。
Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用する導入では、Incoming alias または Conference name、「Call Policy
prefix」（16 ページ）および「Conference bridge dial plan prefixes」（16 ページ）間にいかなる競合もないことが必要です。競合が存在す
る場合、予期しない動作が起きる可能性があります。詳細は、「Cisco VCS のみの導入での考慮事項」（16 ページ）を参照してください。
会議エイリアスを作成または編集する際に設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name
Description
Incoming alias
(must use regex)
Conference name

説明
会議エイリアスの記述名。
会議エイリアスのフリー形式の説明。
ユーザが会議にアクセスするためにダイヤルできる 1 つまたは複数のエイリアスに一致する正規表現（regex）
正規表現（regex）は、Incoming alias をどのように変更して会議名にするかを定義する文字列を置き換えます。
これは、その後に会議ブリッジで使用される会議名になります。
31 文字以下の会議名を使用することを推奨します。詳細は、「会議名の長さ」（80 ページ）を参照してください。

Priority

会議エイリアスにプライオリティを割り当てます。プライオリティは、各会議エイリアスで一意にする必要があります。
プライオリティは、ダイヤルされたエイリアスが複数の会議エイリアスの Incoming alias に一致した場合に使用され
ます。このような場合、プライオリティが最も高い（0 に最も近い）会議エイリアスが使用されます。
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フィールド

説明
ダイヤルされたエイリアスが 1 つの会議にしか一致しない場合、[Priority] は使用されませんが、やはり必須の
フィールドです。

Conference
template
Role type

会議を作成するときに使用するテンプレート。これにより、会議が [Meeting] と [Lecture] のうちのどちらなのか、そ
してその場合に次のフィールドでどの [Role types] を使用できるかが決定されます。
この会議エイリアスを使用して会議にダイヤル インする発信者に割り当てられる権限を決定します。使用可能なオプ
ションは、前のフィールドで選択した [Conference template] の設定によって決まります。
[Participant]（テンプレートの [Type] が [Meeting] の場合に使用可能）：発信者はホストとして会議に参加します。
[Host]（テンプレートの [Type] が [Lecture] の場合に使用可能）：発信者はホストとして会議に参加します。
[Guest]（テンプレートの [Type] が [Lecture] の場合に使用可能）：発信者はゲストとして会議に参加します。
2 つのロールの違いについては、「ホスト ロールとゲスト ロールについて」（88 ページ）を参照してください。

Allow conference この会議エイリアスにダイヤルする参加者が会議を開催できるかどうかを決定します。
to be created
[Yes]：この会議エイリアスにダイヤルした最初の会議参加者は、それにより会議を開催することになります。
[No]：会議参加者は、この会議エイリアスにダイヤルすることにより会議を開催できません。参加者は、すでに存在す
る会議に参加できるだけです。会議が存在しない場合、会議参加者は拒否されます。同じ会議に一致する API また
は他の会議エイリアスにより、会議を作成できる方法があることを確認する必要があります。
デフォルトは [Yes] です。

会議名の長さ
TelePresence MCU は最大 31 文字の会議名をサポートし、TelePresence Server は最大 80 文字の会議名をサポートします。
TelePresence Conductor に、サポートされている最大文字数よりも長い会議名がある場合、会議名はハッシュされ、そのハッシュ値が会
議ブリッジに渡されて会議名として使用されます。TelePresence Conductor は元の名前を使い続けます。
会議名が 31 文字（TelePresence MCU の場合）または 80 文字（TelePresence Server の場合）より長い場合は、[Conferences
status] ページ（[Status] > [Conferences]）でハッシュされた値を確認できます。


[Name]：TelePresence Conductor で使用される会議名が表示されます。



[Conference name]：ハッシュ値、すなわち、会議ブリッジで使用される会議名が表示されます。

ハッシュを避けるため、TelePresence MCU には 31 文字以下、TelePresence Server には 80 文字以下の会議名を使用することを推
奨します。[Conference name] フィールドで使用する正規表現については、結果として生成される会議名がこの長さを超えないよう、十分
配慮する必要があります。ダイヤル プランをテストする方法については、「Check Dial Plan」（135 ページ）を参照してください。

自動ダイヤル参加者の作成と編集
自動ダイヤルされる参加者は、会議の開始時に会議ブリッジにより自動的にダイヤルされるアドレスです。このアドレスは、エンドポイントま
たは録音デバイスと関連付けられているか、または FindMe ID である場合があります。
注： Web インターフェイスで設定される自動ダイヤル参加者は、TelePresence Conductor のプロビジョニング API でプロビジョニングさ
れる Collaboration Meeting Rooms に関連付けられた自動ダイヤル参加者とは別のものです。
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このリリースの TelePresence Conductor は、マルチスクリーン エンドポイントである自動ダイヤル参加者をサポートしません。
各自動ダイヤル参加者は [Conference template] に関連付けられ、[Conference name match] が設定されます。[Conference
template] で指定されたテンプレートを使用して会議が作成されると、生成された会議名は必ず [Conference name match] の値と比較
されます。一致すると、会議ブリッジは自動的に指定された参加者をダイヤルします。つまり、[Conference name match] は、特定のテン
プレートを使用し、特定の名前を持つ会議にのみ、自動ダイヤル参加者が追加されるよう、フィルタとして機能します。
[Auto-dialed participants] ページ（[Conference configuration] > [Auto-dialed participants]）に、新しい参加者を編集、削除、作成
するためのすべての既存の自動ダイヤル参加者がリスト表示されます。
自動ダイヤル参加者を作成または編集する際に設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name
Description
Conference
template
Conference name
match (must use
regex)

説明
自動ダイヤル参加者の記述名。
自動ダイヤル参加者のフリー形式の説明。
このテンプレートが会議の作成に使用されている場合、（会議名が一致していれば）この参加者は会議にダイヤル イ
ンされます。
この参加者をどの会議に追加するかを定義するフィルタ。
1 または複数の会議名に一致する正規表現（regex）を使用する必要があります。参加者が正規表現に一致する場
合のみ、参加者は会議に追加されます。
このフィールドのデフォルトは (.*) で、これはすべての可能性のある会議名に一致する正規表現です。これにより、
[Conference template] で指定したテンプレートを使用して作成されたすべての会議にダイヤルされるアドレスが生
成されます。
Unified CM では、すべての会議名が一意であり、Unified CM により生成されるため、Unified CM のアドホック会
議の自動ダイヤル参加者に対しては、デフォルトの正規表現を使用する必要があります。

Participant
address

一致する会議の開始時に会議ブリッジにより自動的にダイヤルされるアドレス。
自動ダイヤル参加者の明示的なアドレスを入力するか、または自動ダイヤル参加者のアドレスを生成するのに使用さ
れる正規表現を入力できます。
正規表現を使用する場合、\n の注釈（\1、\2 など）は、[Conference name match] フィールドの括弧で囲まれた部
分によって置き換えられます。
注：SIP アドレスはドメインを含む（つまり、address@example.com の形式にする）必要があります。

プロトコル

会議ブリッジがこの参加者をコールするのに使用するプロトコルを指定します。オプションは、[H.323] または [SIP] です。
この自動ダイヤル参加者を TelePresence Conductor の B2BUA により Unified CM または Cisco VCS で使用
する場合は、[SIP] を選択する必要があります。

Role type

この会議ブリッジにより会議にダイヤル インする参加者に割り当てられる権限を決定します。使用可能なオプション
は、以下で選択した [Conference template] の設定によって決まります。
Participant（テンプレートの [Type] が [Meeting] の場合に使用可能）：参加者はホストとして会議に参加します。
Host（テンプレートの [Type] が [Lecture] の場合に使用可能）：参加者はホストとして会議に参加します。
Guest（テンプレートの [Type] が [Lecture] の場合に使用可能）：参加者はゲストとして会議に参加します。
レクチャーの 2 つのロールの違いの詳細は、「ホスト ロールとゲスト ロールについて」（88 ページ）を参照してください。
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フィールド
DTMF sequence

説明
コールが接続された後、会議ブリッジにより自動ダイヤル参加者に送信される一連の DTMF トーンを指定します。こ
の機能は、自動ダイヤル参加者が、DTMF によりナビゲートされる音声メニューを持つ音声ブリッジなどのデバイスで
ある場合に使用することができます。
コールが接続された後 2 秒間の休止があり、その後、会議ブリッジは DTMF トーンを送信します。これは 0.5 秒に 1
回送信されます。
DTMF シーケンスには、0 ～ 9 の数字と * および # の記号を含めることができます。また、2 秒間の休止を表すカン
マ（,）も含めることができます。2 秒間の休止は必要に応じていくつでも入れることができます。
DTMF の使用の詳細については、「自動ダイヤル参加者への DTMF トーンの送信」（83 ページ）を参照してください。

Keep conference 他のすべての参加者が会議を退出したときに会議が終了するかどを決定します。
alive
[Yes]：この自動ダイヤル参加者しか残っていない場合も、会議の実行は維持されます。
[No]：この自動ダイヤル参加者しか残っていない場合、会議は自動的に終了します。
次の点に注意してください。


自動ダイヤル参加者自身がコールを完了できない録音デバイスなどのエンドポイント（TelePresence
Content Server または ISDN など）である場合は、[No] を選択する必要があります。[Yes] を選択すると、
会議はいつまでも終了されません。



自動ダイヤル参加者が自動応答に設定された ISDN エンドポイントである場合、[Yes] を選択すると、予想外
に高額の ISDN 料金が発生する可能性があります。



以下の場合、この設定は無視されます。


TelePresence MCU の API パラメータ lastChairmanLeavesDisconnect が [true] に設定されてい
る（この設定は、[Disconnect when last host leaves] フィールド（[Conference configuration] >
[Conference templates] > [Advanced parameters]）で設定できます）、および



この自動ダイヤル参加者の[Role type] が [Guest] に設定されている。

Maximum quality （[Conference template] の会議ブリッジ タイプが [TelePresence Server] の場合に設定できます）
この自動ダイヤル参加者に適用する最高の品質設定。選択した設定に応じて、自動ダイヤル参加者に関連付けられ
ている TelePresence Server で必要なリソースが割り当てられます。
品質設定は、[Quality settings] ページで変更することができます。品質設定の初期リストは次のとおりです。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)



SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バー
ジョンを実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用
率は予想よりも高くなります。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポー
トされている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
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フィールド

説明
この設定は会議テンプレートで定義された品質をオーバーライドし、その結果、自動ダイヤル参加者は潜在的に、同じ
会議の他の参加者と異なる品質を提供されます。
デフォルトは、[HD (720p 30fps video, stereo audio)] です。

State
Advanced
parameters

[Enabled] を指定すると、選択したテンプレートを使用して会議が作成されたときに、この自動ダイヤル参加者への
コールが実行されます。[Disabled] にすると、自動ダイヤル参加者は無視されます。
詳細パラメータは、この自動ダイヤル参加者が API によって設定されている会議をホストする会議ブリッジに渡すこと
ができるパラメータです。このパラメータは、自動ダイヤル参加者の作成後に編集することができます。[Advanced
auto-dialed participant parameters] ページに移動するには [Edit] をクリックします。そこで、会議ブリッジに送信
するパラメータを選択することができます。
詳細は、「自動ダイヤル参加者の詳細パラメータの追加と編集」（84 ページ）を参照してください。
注意：この機能はアドバンス ユーザ専用です。

自動ダイヤル参加者とマルチウェイの使用
TelePresence Conductor でマルチウェイを使用する予定がある場合は、マルチウェイを使用する、または使用する可能性がある自動ダ
イヤル参加者の追加を控えてください。追加できるのは、録音サーバや音声ブリッジなど、マルチウェイを使用しないことが保証されている
デバイスのみです。

例
自動ダイヤル参加者 ben@domain.com をランデブー会議 meet.ben@domain.com で定義する場合、以下を確認する必要があります。


ben@domain.com のエンドポイントでマルチウェイが無効になっている、



または Ben にマルチウェイ コール フローを使用しないことを約束させる。

自動ダイヤル参加者への DTMF トーンの送信
自動ダイヤル参加者が、DTMF によってナビゲートされる音声メニューを持つ音声ブリッジなどのデバイスである場合、[DTMF sequence]
フィールドを使用して、コールが接続された後にデバイスに送信される一連の DTMF トーンを指定できます。

例
音声ブリッジ上の PIN で保護された音声会議に会議ブリッジからダイヤル アウトする必要があります。会議 ID は 555、PIN は 888 です。
音声ブリッジでは、ID の入力後および PIN の入力後に # を押す必要があります。
この例では、[DTMF sequence] を 555#,,888# に設定します。2 つのカンマは 4 秒間の休止を表します。これにより、音声ブリッジの自
動化されたメニュー システム時刻によって ID を処理し、PIN を要求することができます。
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自動ダイヤル参加者にアクセスできない場合の対処法
自動ダイヤル参加者へのコールが成功しないことがあります（参加者がビジーまたは無応答の場合など）。以下のステップに従って、そのよ
うな場合に TelePresence MCU が行う処理を制御することができます。
1.

管理者として TelePresence MCU にログインします。

2.

[Settings] > [Conferences] に移動します。

3.

[Advanced settings] セクションで、[Failed preconfigured participants redial behavior] フィールドで以下のいずれかのオプ
ションを選択します。

Never redial

TelePresence MCU がこの参加者への接続に失敗した場合にリダイヤルすることはありません。

Redial until connected 最初に接続を確立するときに予期せずに失敗すると、TelePresence MCU はこの参加者にリダイヤルします。
接続が確立した後で失敗しても、TelePresence MCU は接続を再試行しません。
Redial on unexpected
disconnection

TelePresence MCU は、予期せず切断された場合にこの参加者にリダイヤルします。それが最初の確立時ま
たはその後の任意の時点のどちらで発生したかには関係しません。参加者が意図的に接続を終了した場合には
リダイヤルすることはありません。

Redial on any
disconnection

TelePresence MCU は、通話が失敗したか参加者によって意図的に終了されたかには関係なく、接続が終了
するとこの参加者にリダイヤルします。

注：各会議ブリッジでは、この設定およびその他すべての設定を同じように設定する必要があります。そうしないと、予測できない動作をする
可能性があります。

自動ダイヤル参加者の詳細パラメータの追加と編集
注意：この機能はアドバンス ユーザ専用です。
自動ダイヤル参加者の詳細パラメータは、自動ダイヤル参加者に対して設定できるパラメータであり、この自動ダイヤル参加者が関連付け
られている会議をホストする会議ブリッジに API を介して渡されます。
これらのパラメータは [Advanced auto-dialed participant parameters] ページで選択できます。このページには、自動ダイヤル参加者
が作成されているときに、[Auto-dialed participants] ページ（[Conference configuration] > [Auto-dialed participants]、次に
[Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリック）でアクセスできます。
自動ダイヤル参加者の詳細パラメータの設定と渡し方は、テンプレートの詳細パラメータの場合と同様です。
自動ダイヤル参加者の詳細パラメータ設定を作成または編集するには：
1.

新しい自動ダイヤル参加者を作成するか、または既存の自動ダイヤル参加者を選択します（[Conference configuration] >
[Auto-dialed participants]）。

2.

[Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリックします。

3.

[Advanced auto-dialed participant parameters] ページが開きます。

4.

会議ブリッジに送信する必要があるすべてのパラメータの横にあるチェックボックスをオンにします。

5.

関連するパラメータ値を入力するか選択します。
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Cisco TelePresence MCU のパラメータ
TelePresence MCU に対して設定できるオプションは次のとおりです。
フィールド名

API 中のパラメータ

Appear as a
recording device
Apply fixed gain

actAsRecorder

Adaptive gain
control

audioRxGainMode

audioRxGainMillidB

説明
この参加者を他の参加者に対して録音デバイスとして表示するかどうか。
[Adaptive gain control] が [Fixed] である場合は、これが適用されるゲイン
（ミリデシベル単位）です。これは負の値に設定できます。
音声ゲインを適用するかどうか、およびその方法。次から選択します。
[None]：追加のゲインは適用されません。
[Automatic]：オートゲイン コントロールが適用されます。
[Fixed]：固定数（ミリデシベル単位）のゲインが適用されます。

Audio muted initially audioRxMuted
View border size

borderWidth

この参加者からの音声をミュートにし、この参加者の音声が他の参加者に聞こえ
ないようにするかどうか。
自動ダイヤル参加者のレイアウトの外側の境界の幅を制御します。
[0] は、外側の境界が追加されていないことを示します。[1]、[2]、および [3]
は、TelePresence MCU でこれらの値に定義されている幅に一致する境界が
追加されていることを示します。[3] は最も幅が広い値です。

Custom layout

cpLayout

会議の参加者に表示されるビデオ レイアウトのタイプ。使用可能なレイアウトの
リストについては、「会議のレイアウト」（174 ページ）を参照してください。
displayNameOverrideStatus 参加者自体を識別するために [Display name override value] を使用するかど
Display name
override status
うか。
displayNameOverrideValue [Display name override mode] が [true] である場合、この値が参加者の表
Display name
override value
示名を上書きします。
gatewayAddress
必要な場合、H.323 ゲートウェイ アドレス。自動ダイヤル参加者の [Protocol]
H.323 gateway
address
が [H.323] である場合にのみ適用できます。
H.239 トークン ネゴシエーションでの TelePresence MCU 自体の表示方法を
Content negotiation h239Negotiation
定義します。
[As master]：TelePresence MCU は H.239 トークン ネゴシエーションのマス
ターとして機能します。
[As slave]：TelePresence MCU は H.239 トークン ネゴシエーションのスレーブと
して機能し、トークン要求を受け入れるとマスターにコンテンツを送信できます。
[Mimic slave]：TelePresence MCU は H.239 トークン ネゴシエーションの模
倣スレーブとして機能し、このユニット（つまり、模倣スレーブ）がトークン要求を
拒否した場合でも、その他のすべてのエンドポイントおよびユニットにコンテンツ
を送信します。
Layout control via
FECC/DTMF

layoutControlEx

この自動ダイヤル参加者のビデオ レイアウトを制御する方法を定義します。
[Disabled]：レイアウト制御は無効です。
[FECC only]：自動ダイヤル参加者は、遠端カメラ制御（FECC）を使用した表示
レイアウトの変更のみを行うことができます。
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フィールド名

API 中のパラメータ

説明
[DTMF only]：自動ダイヤル参加者は、Dual Tone MultiFrequency（DTMF;
デュアル トーン多重周波数）を使用した表示レイアウトの変更のみを行うことが
できます。
[FECC with DTMF fallback]：自動ダイヤル参加者は、FECC を使用できるとき
は FECC を使用、FECC を使用できないときは DTMF を使用して、表示レイア
ウトを変更できます。
[Both FECC and DTMF]：自動ダイヤル参加者は、FECC と DTMF の両方を
使用して表示レイアウトを変更できます。

Link type

linkType

自動ダイヤル参加者のタイプを定義します。
[Default]：自動ダイヤル参加者は、会議に召集されるエンドポイントまたは録音
デバイスです。
[Cascade slave to master]：自動ダイヤル参加者は、会議に召集されるカス
ケード化された会議ブリッジです。このオプションを使用すると、特定の会議ブ
リッジに接続されている参加者が別の（マスター）会議ブリッジでホストされる会
議に参加し、両方を 1 つの大きい会議ブリッジとして表示することができます。

Preferred bandwidth maxBitRateFromMCU
from MCU
Preferred bandwidth maxBitRateToMCU
to MCU
motionSharpnessTradeoff
Motion/sharpness
tradeoff

TelePresence MCU からの最大帯域幅（kbps）。
TelePresence MCU への最大帯域幅（kbps）。
モーションと鮮明度の優先順位を定義します。次のオプションがあります。
[Default]：グローバルなデフォルト設定を使用します。
[Prefer motion]：鮮明度を犠牲にしてモーションを優先します。
[Prefer sharpness]：モーションを犠牲にして鮮明度を優先します。
[Balanced]：モーションと鮮明度のトレードオフでバランスをとります。

password

Password
Mute in-band DTMF suppressDtmfEx

VNC エンドポイントへのアクセスに TelePresence MCU が使用するパスワード。
インバンドのデュアルトーン多重周波数（DTMF）トーンのミュートを制御します。
[FECC]：遠端カメラ制御（FECC）が使用できないために DTMF 使用されている
場合、インバンドの DTMF トーンはミュートされます。
[Always]：インバンドの DTMF トーンは常にミュートされます。
[Never]：インバンドの DTMF トーンは決してミュートされません。

Transport protocol

transportProtocol

Use SIP registrar

useSIPRegistrar

Received video
resolutions

videoRxMaxResolution

SIP トランスポート プロトコルを定義します。自動ダイヤル参加者の [Protocol]
が [SIP] である場合にのみ適用できます。[Default]、[TCP]、[UDP]、または
[TLS] のいずれか。デフォルトは、TelePresence MCU で設定されているデフォ
ルトのトランスポート プロトコルです。
自動ダイヤル参加者が SIP レジストラを使用するかどうか。自動ダイヤル参加
者の [Protocol] が [SIP] である場合にのみ適用できます。
受信するビデオの最大解像度。次のオプションがあります。
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API 中のパラメータ

フィールド名

説明
CIF：この参加者は、CIF 以下の解像度で TelePresence MCU に送信します。
4CIF：この参加者は、4CIF 以下の解像度で TelePresence MCU に送信します。
Maximum：この参加者は、両側がサポートする最大の解像度で送信します。

Video muted initially videoRxMuted
Transmitted video
resolutions

videoTxMaxResolution

この参加者からのビデオをミュートにし、その他の会議参加者から見えないよう
にするかどうか。
送信するビデオの最大解像度。次のオプションがあります。
CIF：TelePresence MCU は、CIF 以下の解像度でこの参加者に送信します。
4CIF：TelePresence MCU は、4CIF 以下の解像度でこの参加者に送信します。
Maximum：TelePresence MCU は、両側がサポートする最大の解像度で送信
します。

videoTxWidescreen
Transmit
widescreen video
Custom parameters

TelePresence MCU が、この参加者にワイドスクリーン（16:9）ディスプレイに
適した形式でビデオを送信するかどうか。
このフィールドを使用して、有効な JSON で、詳細パラメータとそれに対応する
値を入力することができます。
TelePresence Conductor は、これらのフィールド内のデータを詳細にはチェッ
クしません。この設定が不適切な場合、自動ダイヤル参加者が会議に召集され
ない可能性があります。

Cisco TelePresence Server のパラメータ
TelePresence Server に対して設定できるオプション：
フィールド名
Incoming audio
muted initially

API 中のパラメータ
audioRxStartMuted

説明
この参加者の着信音声を通話開始時にミュートにし、その他の会議参加者に聞こ
えないようにするかどうか。

Outgoing audio audioTxStartMuted
muted initially
Auto reconnect autoReconnect

この参加者の発信音声を通話開始時にミュートにし、この参加者にはその他の会
議参加者からの音声が聞こえないようにするかどうか。
会議への接続が失われたときにこの参加者を自動的に再接続するかどうか。

Cascade Role

cascadeRole

この参加者が、会議に召集されるカスケード化された会議ブリッジであるかどうか。
このオプションを使用すると、特定の会議ブリッジに接続されている参加者が別の
会議ブリッジでホストされる会議に参加し、両方を 1 つの大きい会議ブリッジとして
表示することができます。

Recording
device

recordingDevice

この参加者が会議の録音デバイスとして有効にするかどうか。

Recording
device indicate
only

recordingDeviceIndicateOnly この参加者を他の参加者に対して録音デバイスとして表示するかどうか。

このパラメータをオンにして値を [True] に設定すると、この参加者から受信するビ
デオはミュートにされ、その他の参加者のビデオには録音アイコンが表示されます。

このパラメータをオンにして値を [True] に設定すると、その他の参加者のビデオに
は録音アイコンが表示されますが、このエンドポイントから受信するビデオはミュー
トにされません。
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フィールド名

API 中のパラメータ

Incoming video
muted initially
Outgoing video
muted initially
Custom
parameters

videoRxStartMuted
videoTxStartMuted

説明
この参加者からのビデオを通話開始時にミュートにし、その他の会議参加者に見え
ないようにするかどうか。
この参加者へのビデオを通話開始時にミュートにし、この参加者にはその他の会議
参加者からのビデオが見えないようにするかどうか。
このフィールドを使用して、有効な JSON で、詳細パラメータとそれに対応する値を
入力することができます。
TelePresence Conductor は、これらのフィールド内のデータを詳細にはチェック
しません。この設定が不適切な場合、自動ダイヤル参加者が会議に召集されない
可能性があります。

ホスト ロールとゲスト ロールについて
ロールの割り当て
TelePresence 会議では、参加者はホストまたはゲストのいずれかのロールを持つことができます。ロールに応じて、参加者の機能や使用
リソース量は異なります。
TelePresence Conductor 会議では、以下の方法で参加者のロールを決定できます。


エイリアスで：ホストおよびゲストの参加者は個別のエイリアスをダイヤルします。ロールは、参加者がダイヤルするエイリアスによっ
て決定されます。各エイリアスには、ホストまたはゲストいずれかのロールが関連付けられています。この方法は、TelePresence
Conductor Web インターフェイスを使用して設定された会議と TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用してプ
ロビジョニングされた CMR でサポートされます。



PIN で：ホストおよびゲストの参加者は同じエイリアスをダイヤルします。ホスト用に定義された PIN とゲスト用のオプションの
PIN が存在します。ロールは、参加者が入力した PIN で決定されます。この方法は、TelePresence Conductor のプロビジョニン
グ API を使用してプロビジョニングされた CMR の場合にのみサポートされます。TelePresence Conductor の Web インターフェ
イスを使用して設定された会議の場合はサポートされません。

参加者が会議に参加するには 2 つの方法があります。


エイリアスをダイヤルする。



会議ブリッジにより既存の会議に自動的にダイヤルする。このタイプの参加者は、自動ダイヤル参加者と呼ばれます。

参加者がエイリアスにダイヤルすると、ロールは次のいずれかになります。




ホストのロールを持つようにエイリアスが設定されているため、TelePresence Conductor により [Host] に設定されます。以下の
エイリアスはホストのロールを持っています。


TelePresence Conductor Web インターフェイスを使用して設定された会議タイプの会議のすべてのエイリアス



TelePresence Conductor Web インターフェイスを使用して設定されたレクチャー タイプの会議のいくつかのエイリアス



TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用してプロビジョニングされた CMR の一部であるいくつかのエイリアス

ゲストのロールを持つようにエイリアスが設定されているため、TelePresence Conductor により [Guest] に設定されます。以下
のエイリアスはゲストのロールを持っています。


TelePresence Conductor Web インターフェイスを使用して設定されたレクチャー タイプの会議のいくつかのエイリアス
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TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用してプロビジョニングされた CMR の一部であるいくつかのエイリアス



PIN でロールを決定するようにエイリアスが設定されており、参加者が有効なホスト PIN を入力したため、会議をホストする会議ブ
リッジにより [Host] に設定されます。



PIN でロールを決定するようにエイリアスが設定されており、参加者が有効なゲスト PIN を入力したか、PIN を入力しなかった（設
定により異なる）ため、会議をホストする会議ブリッジにより [Guest] に設定されます。

自動ダイヤル参加者が会議ブリッジで会議にダイヤルすると、ロールは次のいずれかになります。


関連会議テンプレートまたはプロビジョニングされた CMR に関連付けられた [Auto-dialed participant] で定義されているロール
によって決定されます。



プロビジョニングされた CMR が PIN でロールを決定するように設定されている場合、[Host] に限定されます。

ロールの認識
TelePresence 会議のホストおよび管理に関係するさまざまなデバイスが、参加者のロールをさまざまなレベルで認識します。
会議ブリッジは参加者のロールを完全に認識します。ロールが認識されるようになるのは、ロールがエイリアスで決定されたとき、または
PIN で決定されたときのいずれかです。
TelePresence Conductor は、ロールがエイリアスで決定された場合は参加者のロールを完全に認識します。ロールが PIN で決定される
場合は、TelePresence Conductor には参加者が入力する PIN がわからないため、同じロール（未定ロール）を持つものとしてすべての
参加者を扱う必要があります。ロールが PIN で決定される場合、以下の制約が適用されます。


ホストおよびゲストの品質は同じになるように指定する必要があります。



ホスト リソースは予約できません。

ホスト ロールとゲスト ロールの違い
ホストおよびゲストの参加者が使用できる詳細な動作とオプションは、会議がホストされている会議ブリッジによって決定されます。違いにつ
いては次で説明します。

会議の開始
TelePresence MCU で次の手順を実行します。
会議は最初のホストが参加するまで開始されません。最初のホストが参加する前に会議に参加したゲストには、オンスクリーン テキスト
「Waiting for conference chairperson」とともに黒色の画面が表示されます。5 秒後、およびその後 1 分ごとの音声プロンプト以外は、
音声はありません。この動作は設定できません。
TelePresence Server 上：
最初のホストが参加するまでゲストが待つ必要があるように会議を設定できます。これは、次のいずれかの方法を使用して設定できます。


TelePresence Conductor の会議テンプレートのカスタム詳細テンプレートのパラメータを使用する



Cisco TMSPE などの管理ツールで TelePresence Conductor のプロビジョニング API（ConfBundle オブジェクトの属性
guests_wait_for_host）を使用する

ゲストがホストを待つ必要がある会議にゲストのみが存在する場合、ゲストはロビー画面にとどまり、ホストが会議に参加するまでは、どの
ゲストもその他のゲストを見たり聞いたりすることはできません。ロビー画面にはカスタマイズされたメッセージ（カスタム詳細テンプレート パ
ラメータを使用して設定可能）を表示できます。

89

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

会議の終了
TelePresence MCU で次の手順を実行します。
最後のホストが会議を退出するときの動作を、TelePresence MCU の [When only guests remain] 設定を使用して制御できます。
この設定は、TelePresence Conductor の詳細テンプレート パラメータ [Disconnect when last chairperson leaves] を使用して変更で
きます（[Conference configuration] > [Conference template] > [Advanced parameters]）。
次の 2 つのオプションがあります。


[true]（デフォルト）：残りのすべてのゲストが切断されます。



[false：最後の参加者が切断されるまですべての参加者が会議を継続できます。

オプション [true] は、TelePresence Conductor の [Conference template] の [Conference type] が [Lecture] である場合にのみ設
定してください。
TelePresence MCU パラメータ [Disconnect when last host leaves] が [true] に設定されている場合、[Role type] が [Guest] である
自動ダイヤル参加者は、その他のゲスト以外のすべての参加者が会議を退出すると切断されることに注意してください。これは、[Keep
conference alive] が [Yes] に設定されている場合でも適用されます。
詳細については、「テンプレート の詳細パラメータの追加と編集」を参照してください。
TelePresence Server 上：
自動的に切断するように設定されている参加者のみが会議に残っている場合に自動的に切断するように参加者を設定することができます。
これは、TelePresence Server API のパラメータ autoDisconnect を使用して明示的に設定する必要があります。これは、ホストとゲスト
の両方の自動ダイヤル参加者に適用できます。

チェアーの取得
（このセクションは TelePresence MCU にのみ適用されます。）
ホストのみが「チェアーを取得」できます。「チェアーを取得」すると、参加者は以下を行うことができます。


「ブロードキャスタ」を指名、つまり、どの参加者のビデオを「1 x 1 表示」（全画面表示）でその他すべての参加者に送信するかを選
択する。



その他の参加者の切断を決定する。

この動作は設定できません。
注：「チェアーの取得」機能は、H.323 通話の場合に、TelePresence MCU でフロア制御とチェアー制御が有効になっている場合にのみサ
ポートされます。すべてのエンドポイントが、H.243 のフロア制御とチェアー制御の機能をサポートしているわけではありません。

自動レクチャー モードの会議レイアウト
（このセクションは TelePresence MCU にのみ適用されます。）
TelePresence MCU で自動レクチャー モードが設定されている場合、ホストとゲストの会議レイアウトは異なります。ホストにはカスタム レ
イアウトが表示されますが、ゲストには現在発言中のホストのみが表示されます。
自動レクチャー モードの詳細については、『Cisco TelePresence MCU Online Help』で「Understanding how participants display in
layout views」を参照してください。
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ロケーションの作成および編集
TelePresence Conductor は、Unified CM バージョン 10.5(2) 以降で直接登録されたエンドポイント間の会議をサポートします。異なる
ロケーションにある別個の会議ブリッジに接続している Unified CM の予想を模倣するには、ロケーションが必要です。アドホック会議とラン
デブー会議の両方がサポートされます。
ロケーションは、TelePresence Conductor がバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を介して 1 つ以上の Cisco VCS に直接接
続されている場合にも必要です。TelePresence Conductor が接続されているすべての Cisco VCS（または Cisco VCS クラスタ）に対し
て 1 つのロケーションが使用されます。
新しいロケーションを作成する前に、以下を行う必要があります。


十分な追加 FQDN IP アドレスを TelePresence Conductor に設定する



タイプが [Meeting] である会議テンプレートを尐なくとも 1 つ設定する（[Conference type] が [Ad hoc] または [Both] の場合に
適用）

新しいロケーションを作成するには、次の手順を実行します。
1.

[Conference configuration] > [Locations] に移動します。

2.

[New] をクリックします。

ロケーションを作成または編集する場合、設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Location name

説明
ロケーションの記述名。

Description
Conference
type

自由形式のロケーションの説明。
このロケーションでサポートされる会議タイプを決定します。
[Ad hoc]：Unified CM のユーザが電話機の会議ボタンを使用して 2 人以上を会議に召集する自発的な会議。
[Rendezvous]：ホストが事前に会議のダイヤルインを知っており、それをすべての参加者と共有する必要がある、スケ
ジュールされない会議。
[Both]：アドホックおよびランデブー会議。
注：会議タイプ [Ad hoc] および [Both] の場合、ロケーションを作成する前に、タイプが [Meeting] である会議テンプ
レートが尐なくとも 1 つ設定されている必要があります。

Ad hoc IP
address (local)

（アドホック会議にのみ適用）
このロケーションに関連付けられているアドホック会議で使用される TelePresence Conductor の IP アドレス。
ドロップダウン リストには、この TelePresence Conductor にすでに設定されている IP アドレスが含まれていますが、
まだロケーションには割り当てられていません。
リストに IP アドレスがない場合は、[System] > [Network interfaces] > [IP] に移動し、TelePresence Conductor
に IP アドレスを追加します。
IP アドレスはピアごとに一意であるため、各クラスタ ピアを個別に設定する必要があります。
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フィールド
Template

説明
（アドホック会議にのみ適用）
このロケーションに関連付けられているアドホック会議に使用する会議テンプレート。「会議」タイプのテンプレートのみ
がドロップダウン ボックスに表示されます。
注：タイプが [Ad hoc] または [Both] であるロケーションを作成するには、尐なくとも 1 つの「会議」タイプの会議テンプ
レートが設定されている必要があります。

Rendezvous IP
address (local)

（ランデブー会議にのみ適用）
ランデブー会議または発信通話（たとえば自動ダイヤル参加者）に使用される TelePresence Conductor の IP アドレス。
ドロップダウン リストには、この TelePresence Conductor にすでに設定されている IP アドレスが含まれていますが、
まだロケーションには割り当てられていません。
リストに IP アドレスがない場合は、[System] > [IP] に移動し、TelePresence Conductor に IP アドレスを追加します。
IP アドレスはピアごとに一意であるため、各クラスタ ピアを個別に設定する必要があります。

Trunk 1-3 IP
address

（アウトダイヤル参加者が存在する会議にのみ適用）
TelePresence Conductor とコール制御デバイス間の SIP トランクの遠端（コール制御デバイス）IP アドレス。
以下に該当する場合、トランク IP アドレスが必要です。


TelePresence Conductor に設定された自動ダイヤル参加者が存在する。



Cisco TMS が参加者との会議をスケジュールする。



Cisco TMS の会議制御センター（CCC）のユーザが既存の会議に参加者を追加する。

複数のトランクの IP アドレスを指定すると、TelePresence Conductor はロケーションのすべてのトランクの IP アドレ
スを同等のものと見なします。宛先が到達可能である限り、定義されたどのトランクの IP アドレスでも使用できます。
TelePresence Conductor が現在使用している SIP トランクの宛先が到達不能になった場合、自動的に別のアクセス
可能な宛先が使用されます。TelePresence Conductor は宛先の 1 つだけを維持し、設定された複数の宛先でダイ
ヤルアウト コールのロード バランシングを行いません。
TelePresence Conductor は、定期的にすべての SIP トランク接続先をポーリングして到達できることを確認します。
到達できない接続先があると、アラームが発生します。また、到達可能性ステータスの変更がイベント ログで報告され
ます。
Trunk 1-3 Port

（アウトダイヤル参加者が存在する会議にのみ適用）
TelePresence Conductor とコール制御デバイス間の SIP トランクの遠端（コール制御デバイス）ポート番号。
デフォルトは [5061] です。

Trunk transport （アウトダイヤル参加者が存在する会議にのみ適用）
protocol
TelePresence Conductor とコール制御デバイス間の SIP トランクのトランスポート プロトコル。オプションは、[TLS]
または [TCP] のいずれかです。
デフォルトは、[TLS] です。
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事前設定エンドポイントの作成および編集
エンドポイントがダイヤルインする会議が TelePresence Server でホストされており、[Conference templates] ページのフィールド
[Allow for multiscreen] が [Yes] に設定されている場合、TelePresence Conductor は複数の画面を持つエンドポイントをサポートしま
す。サポートされるエンドポイントは次のとおりです。


TelePresence Interoperability Protocol（TIP）に準拠した Cisco TelePresence System T3（T3）とマルチスクリーン エンドポイ
ント（たとえば Cisco TelePresence System series（CTS））



カスタム エンドポイント（TelePresence Server バージョン 3.0 以降と互換性があり最大 4 つのコーデックを持つその他すべての
マルチスクリーン エンドポイント）

TelePresence Conductor B2BUA を使用したランデブー コールの場合、TelePresence Conductor はシグナリングを使用して TIP 互
換エンドポイントでサポートされる画面数を識別できるため、この展開における TIP 互換エンドポイントを事前設定エンドポイントとして追加
する必要はありません。Cisco VCS の外部ポリシー インターフェイスを使用する T3、カスタム エンドポイント、および TIP 互換エンドポイン
トは、事前設定する必要があります。そうしないと、会議（単一画面）にダイヤルインしているコーデックのみが表示されます。
シングル スクリーン エンドポイントの事前設定は任意です。事前設定されている場合、TelePresence Conductor は品質レベルを保証す
るために十分なリソースが会議ブリッジに割り当てられていることを確認します。
TelePresence MCU はマルチスクリーン エンドポイントをサポートしません。
事前設定エンドポイントのコンテンツ品質を定義することはできません。エンドポイントがダイヤルインする会議のコンテンツ品質は、会議テ
ンプレートで定義されます。
事前設定エンドポイントが会議に参加した後は、リソースは最適化されません。
エンドポイントの事前設定には、事前設定されたエンドポイントの作成と 1 ～ 4 個のコーデックの追加が含まれます。
新しい事前設定エンドポイントを作成するには、次の手順を実行します。
1.

[Conference configuration] > [Pre-configured endpoints] に移動します。

2.

[New] をクリックします。

事前設定エンドポイントを作成または編集する場合、設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name

説明
エンドポイントの記述名。

Description
Endpoint type

自由形式のエンドポイントの説明。
事前設定するエンドポイントのタイプ。
[Custom]：複数のコーデックを持つ任意のエンドポイント
[Multiscreen TIP endpoint or T3]：Telepresence Interoperability Protocol に準拠したマルチスクリーン エンドポ
イント（Cisco TelePresence System シリーズなど）、および Cisco TelePresence System T3 のエンドポイント。こ
れらのエンドポイントをマルチスクリーン エンドポイントとして扱うには、関連付けられている会議テンプレートで
[Content quality] が尐なくとも [1280 x 720p 5fps] に設定されている必要があります。プライマリ コーデックの詳細
のみを事前設定する必要があります。
注：マルチスクリーン エンドポイントを設定するときに、事前設定エンドポイントをチェックするすべての会議テンプレート
で [Allow for multiscreen] を有効にする必要もあります。
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フィールド
State

説明
事前設定エンドポイントが有効かどうか。事前設定エンドポイントが [Disabled] であってもエンドポイントは会議にダイ
ヤルインできますが、リソースが割り当てられていないためシングル スクリーン エンドポイントと見なされます。
デフォルトは [Enabled] です。

Display name
Receiver audio
gain

会議ブリッジでエンドポイント名の表示が有効になっている場合に、会議で表示する名前（エンドポイント URI より優先）。
着信音声の音量調整（コーデック間でスピーカーの音量の調整に使用）。
[0] は、着信音声の音量を変更しないことを意味します。負の値は音量を下げることを示し、正の値は音量を上げること
を示します。
値は dBm 単位です。

Transmitter
audio gain

発信音声の音量調整（コーデック間でスピーカーの音量の調整に使用）。
[0] は、発信音声の音量を変更しないことを意味します。負の値は音量を下げることを示し、正の値は音量を上げること
を示します。
値は dBm 単位です。

Initial outgoing
audio

最初に会議に参加するときのエンドポイント音声はミュートまたはアクティブです。
デフォルトは、[Active] です。

Initial incoming
audio

最初に会議に参加するときの受信音声はミュートまたはアクティブです。
デフォルトは、[Active] です。

Initial outgoing
video

最初に会議に参加するときのエンドポイント ビデオはミュートまたはアクティブです。
デフォルトは、[Active] です。

Initial incoming
video

最初に会議に参加するときの受信ビデオはミュートまたはアクティブです。
デフォルトは、[Active] です。

Cameras
crossed

エンドポイントのカメラが交差するかどうか。この設定は、このエンドポイントの画面を会議内のその他ののエンドポイン
トに表示する順序を決めるために使用されます。
デフォルトは [Not crossed] です。

Bypass
conference
PIN entry

会議 PIN 入力画面をバイパスするかどうか。多数の古いマルチスクリーン エンドポイントではユーザが PIN を入力で
きないため、PIN 入力をバイパスする必要があります。
エンドポイントが PIN 入力をサポートしていない場合を除き、PIN 入力をバイパスしないことを強く推奨します。
デフォルトは [Do not bypass PIN entry] です。

Legacy
TIP endpoint

TIP（Telepresence Interoperability Protocol）ネゴシエーションをこのエンドポイントに適用するかどうか。
エンドポイントがこの設定を明示的に必要としている場合を除き、[No] を選択することを強く推奨します。TIP をサポー
トしていないエンドポイントに対して [Yes] を選択すると、コールは失敗します。TIP をサポートしているエンドポイントに
対して [Yes] を選択すると、コールは成功しますが、一部の機能を使用できない可能性があります。
この設定を [Yes] にする必要があるエンドポイントは、次のとおりです。


バージョン 1.7.3 以前を実行している CTS エンドポイント。
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フィールド

説明



Polycom HDX/OTX システム。
バージョン 8.0 以前を実行している Unified CM を介してコールがルーティングされる CTS エンドポイントまた
は TX エンドポイント。

デフォルトは [No] です。
Codec layout
order

（尐なくとも 2 つのコーデックがこのエンドポイントに対して作成されている場合にのみ表示されます）
この事前設定エンドポイントに対してコーデックが配置される順序。正しい順序にコーデックをドラッグします。

事前設定エンドポイントの作成後、尐なくとも 1 つのコーデックを追加する必要があります。
複数のコーデックが追加されている場合、以下を設定できます。


Codec layout order：この事前設定エンドポイントに対してコーデックが配置される順序。[Configuration] セクションで、正しい順
序にコーデックをドラッグします。



Single screen audio：会議内の任意のシングル スクリーン エンドポイントから音声を受信するコーデック。[Codecs] セクションで、
適切なコーデックを選択します。



Single screen content：会議内の任意のシングル スクリーン エンドポイントからのコンテンツを表示するコーデック。[Codecs] セ
クションで、適切なコーデックを選択します。

事前設定エンドポイントのコーデックの追加と編集
各事前設定エンドポイントには、尐なくとも 1 つ、最多で 4 つのコーデックを設定する必要があります。
Telepresence Interoperability Protocol（TIP）でネゴシエートされるマルチスクリーン エンドポイント（CTS や T3 など）では、プライマリ
コーデックの事前設定のみが必要です。
既存の事前設定エンドポイントに新しいコーデックを追加するには、次の手順を実行します。
1.

[Conference configuration] > [Pre-configured endpoints] に移動します。

2.

コーデックを追加する事前設定エンドポイントを選択します。

3.

[Codec] セクションで、[Create codec] をクリックします。

事前設定エンドポイントを追加または編集する場合、設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name

説明
事前設定コーデックの記述名。

Description

自由形式のコーデックの説明。

Pre-configured このコーデックが属する事前設定エンドポイント。
endpoint
ユーザがこれを設定することはできません。
Description

コーデックが使用するプロトコル。オプションは、[H.323] または [SIP] です。
プロトコルは、発信コーデックの場合にのみ必要です。
デフォルトは、[SIP] です。
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フィールド
Address

説明
コーデックの SIP アドレスまたは H.323 アドレス。
SIP アドレスはエンドポイントの SIP URI であり、H.323 アドレスはエンドポイントの E164 番号または H.323 ID のい
ずれかです。
すべてのコーデック アドレスが一意である必要があります。

Optional
address 1-5

コーデックの追加の SIP アドレスまたは H.323 アドレス。コーデックが登録されているコール制御デバイスのクラスタ内
のノードに応じて、コーデックが別のアドレスにあるように見える場合があります。このコーデックのコールが着信する可
能性があるすべてのアドレスをここに追加する必要があります。
すべてのコーデック アドレスが一意である必要があります。

Direction

会議ブリッジの観点からのコール シグナリングの方向。
[Incoming]：コーデックが会議にコールする必要があります。
[Outgoing]：会議ブリッジがコーデックを呼び出します。
事前設定エンドポイントの尐なくとも 1 つのコーデックの方向が [Incoming] である必要があります。それ以外の場合、
エンドポイントはコールを受信できません。

Maximum
quality

このコーデックが使用するビデオおよび音声の品質設定。これは、関連する会議テンプレートで選択した設定をオーバー
ライドします。選択した設定に応じて、適切なリソースが TelePresence Server 上に割り当てられます。
品質設定は、[Quality settings] ページで変更することができます。品質設定の初期リストは次のとおりです。


Full HD (1080p 30fps/720p 60fps video, multi-channel audio)



HD (720p 30fps video, stereo audio)



SD (wide 448p/480p 30fps video, mono audio)



360p (360p 30fps video, mono audio)



Audio-only (no video, mono audio)

360p ビデオは、TelePresence Server バージョン 3.1 以降でのみサポートされます。それ以前のソフトウェア バー
ジョンを実行している TelePresence Server で 360p を設定すると、代わりに SD ビデオが使用され、リソース使用率
は予想よりも高くなります。
CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps / 720p 60fps video, multi-channel
audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうしない場合、複数の画面
を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。
フル HD のビデオ品質に設定された TelePresence Server には、どちらのタイプ（1080p 30fps および 720p
60fps）であっても、TelePresence Conductor は同量のリソースを割り当てます。エンドポイントで 60fps がサポートさ
れている場合、TelePresence Server は、1080p 30fps よりも 720p 60fps を選択します。
デフォルトは、[HD (720p 30fps video, stereo audio)] です。
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コール ポリシーの使用
コール ポリシーについて
この機能は、Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用した導入にだけ適用されます。
コール ポリシーが使用されている場合、TelePresence Conductor は Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco
VCS）をチェックして、特定の会議を作成しようとしているユーザにそのための権限があるかどうかを確認します。コール ポリシーはテンプ
レート単位で有効になり、TelePresence Conductor で [Call Policy prefix] が設定されている必要があります。また、Cisco VCS で適切
なコール ポリシーを設定する必要もあります。
Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用した導入では、着信エイリアスまたは会議名（「会議エイリアスの作成と編集」で
使用）、「Call Policy prefix」（16 ページ）、および「Conference bridge dial plan prefixes」（16 ページ）間にいかなる競合もないことが必
要です。競合が存在する場合、予期しない動作が起きる可能性があります。詳細は、「Cisco VCS のみの導入での考慮事項」（16 ページ）
を参照してください。

Cisco VCS または TelePresence Conductor のコール ポリシーをいつ使用するか
TelePresence Conductor のコール ポリシーは Cisco VCS のコール ポリシーと併用され、特定のテンプレートに基づいた会議の作成を
許可するユーザと、会議への参加を許可するユーザを区別できるようにします。コール ポリシーを、Cisco VCS のみ、または Cisco VCS
と TelePresence Conductor の両方のどちらで使用するかは、次に示すように、目的とする結果によって異なります。


ユーザが会議の作成または参加を行えないようにする：Cisco VCS のコール ポリシーのみを使用し、要求が TelePresence
Conductor に届かないようにします。



ユーザが特定の会議を作成できないようにするが、既存の会議には参加できるようにする：このセクションの情報に従って、
TelePresence Conductor のコール ポリシーを有効にし、Cisco VCS の適切なコール ポリシーと併用します。



ユーザに会議の作成と参加を許可する：TelePresence Conductor および Cisco VCS のコール ポリシーは不要です。

注：TelePresence Conductor でコール ポリシーが有効になっている場合、コール ポリシーはまだ存在しない会議を作成しようとするユー
ザに対してのみ適用されます。会議が（そのプレフィックスをダイヤルできるユーザによって）作成されると、以前会議エイリアスにダイヤルし
て会議の作成権限がないためにコールが拒否されたユーザは、同じ会議エイリアスにダイヤルして正常に会議に参加できるようになります。

デフォルト
デフォルトの [Call Policy prefix] は create です。[Call Policy prefix] が設定されていないと TelePresence Conductor のコール ポリ
シーは動作しないため、このフィールドを空白のままにしておくことはできません。
注：数字ダイヤル プランでは、このフィールドを変更する必要があります。

コール ポリシーの設定
TelePresence Conductor のコール ポリシーを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Conference templates] ページ（[Conference configuration] > [Conference templates]）で [Call Policy mode] 設定を使用
して、テンプレート単位でコール ポリシーを有効または無効にします。

2.

コール ポリシーを使用しているテンプレートがある場合、使用するプレフィックスで TelePresence Conductor を設定する必要が
あります。これは、[Call Policy] ページ（[Conference configuration] > [Call Policy]）で [Call Policy prefix] 設定を使用して行う
ことができます。コール ポリシーが有効であるすべてのテンプレートで同じプレフィックスが使用されます。
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3.

会議の作成が許可されているユーザのみが [Call Policy prefix] で始まるコールを発行できるような適切なコール ポリシーで Cisco
VCS を設定します。詳細については、『Cisco TelePresence Video Communication Server Administrator Guide』および『Cisco
TelePresence Conductor with Cisco TelePresence Video Communication Server Deployment Guide』を参照してください。

使用例
次の例で、


TelePresence Conductor は、alice という名前で会議を作成する会議エイリアス meet.alice を使用して設定されている



meet.alice エイリアスは、コール ポリシーが有効になっているテンプレートを使用している



TelePresence Conductor の [Call Policy prefix] は create.



Cisco VCS は、Alice が create.meet.alice をダイヤルできる唯一のユーザであることを示すコール ポリシーを使用して設定さ
れている

コールが許可されない
Ben が meet.alice をダイヤルします。
Cisco VCS が要求を TelePresence Conductor に転送します。
TelePresence Conductor が meet.alice エイリアスを検索し、そのエイリアスの会議名が alice であることを確認します。次に、alice と
いう会議がすでに存在しているかどうかを確認します。存在しないため、受信した会議エイリアスにコール ポリシー プレフィックス（create.）
を追加し、結果として得られた文字列（create.meet.alice）を Cisco VCS に送信します。
Cisco VCS は、Ben が create.meet.alice をダイヤルできるかどうかをコール ポリシーで確認します。ダイヤルできないため、Cisco
VCS はコールを拒否します。

コールが許可される
Alice が meet.alice をダイヤルします。
Cisco VCS が要求を TelePresence Conductor に転送します。
TelePresence Conductor が meet.alice エイリアスを検索し、そのエイリアスの会議名が alice であることを確認します。次に、alice と
いう会議が存在しているかどうかを確認します。存在しないため、会議エイリアスに create. を追加し、結果として得られた文字列
（create.meet.alice）を Cisco VCS に送信します。
Cisco VCS は、Alice が create.meet.alice をダイヤルできるかどうかをコール ポリシーで確認します。ダイヤルできるため、Cisco
VCS は create.meet.alice の要求を TelePresence Conductor に転送します。
TelePresence Conductor は、[Call Policy prefix] と同じ文字列で始まる会議エイリアスを受信すると、これを関連する会議を作成するた
めの Cisco VCS からの承認と解釈します。したがって、create.meet.alice を受信すると create. プレフィックスを削除し、結果として得
られた会議エイリアス meet.alice を検索し、そのエイリアスの設定に従って会議 alice を Alice を最初の参加者として作成します。
その後、Ben が meet.alice にダイヤルします。
Cisco VCS が要求を TelePresence Conductor に転送します。
TelePresence Conductor が meet.alice エイリアスを検索し、そのエイリアスの会議名が alice であることを確認します。次に、alice と
いう会議がすでに存在しているかどうかを確認します。存在するため、Ben は alice という会議で Alice に会うことができます。
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グローバル設定の構成
SIP ドメインのオーバーライド設定の構成
TMSPE が含まれない導入環境を使用している場合、[Global settings] ページで SIP ドメインを設定できます。SIP コールを着信すると、
Conductor の IP アドレスまたは FQDN が設定済みの SIP ドメインに置き換えられます。結果は設定済みのエイリアスと一致します。
例：1234@conductor_ip / 1234@conductor_fqdn は、1234@configured_sip_domain になります
導入環境に TMSPE が含まれている場合、Conductor は TMSPE が Conductor API を使用してこの値を設定することを許可します。こ
のような導入環境では、この値を変更せず、TMSPE で設定させることを推奨します。

会議の配置の設定
この設定により、Conductor がブリッジを選択する方法を指定できます。自分の会社で最も一般的なタイプの会議に対応するオプションを
選択します。


[Favor Scheduled]：現在進行中の会議が最も尐ないブリッジを選択します（同時に開始される会議に適しています）。これがデフォ
ルト設定です。



[Favor CMRs]：最も空き容量があるブリッジを選択します（開始時刻がずらされた会議により適しています）。

[Favor Scheduled] では、プール内の規模のより小さいブリッジが規模のより大きいブリッジと同じ数の会議を取得するように、すべてのブリッ
ジを等しく扱います。このアプローチの欠点は、小さいブリッジの会議では、参加者の増加に対応できないリスクが大きくなるということです。
例 1：2 台のブリッジがあり、それぞれに 10 ポートが保持されています。ブリッジ A では、前の時間に 4 ポート会議が開始しました（残りの
使用可能ポートは 6 個）。3 つの新しい会議への 3 つの新しいコールが 着信します。追加リソースを予約するものはありません。これらは
すべてブリッジ B に配置されます（3 つのポートを使用）。5 分後に、これらの各会議が 4 ポートに増大することを試みますが、それぞれ容
量不足になります（合計 12 ポートが必要）。1 つの会議がブリッジ A に配置されていれば、すべてが収まったはずです。
この最初の例で、[Favor Scheduled] が選択されていた場合、現在開催中の会議が最も尐ないブリッジが選択されます。すべての会議が
収まるように、最初の新しい会議はブリッジ B に配置され、残りの会議のうち 1 つがブリッジ A に配置され、もう 1 つはブリッジ B に配置さ
れます。
例 2：例 1 と同じ 2 台のブリッジ。ブリッジ A には 8 ポート会議があります（残りの使用可能ポートは 2 個）。3 つの新しい会議は 3 ポート
までしか増大しません。例 1 と同様に、最初の会議はブリッジ B に配置され、残りの 2 つのうち 1 つはブリッジ B に配置され、もう 1 つは
ブリッジ A に配置されます。ただし、この場合、ブリッジ A に配置される会議は収まりません。
2 番目の例で、[Favor CMRs] が選択されていた場合は、次の会議が配置される前にそれぞれの会議がその最大サイズ（3 ポート）に増
加すると、すべての会議がブリッジ B に収まります。

会議のローカリゼーションの設定
この機能を使用すると、TelePresence Server 上でホストされる会議の音声プロンプトとテキスト プロンプトを設定できます。
[Language] メニューでは、音声プロンプトとテキスト プロンプトの言語を選択できます。[Voice prompts] メニューでは、音声プロンプトを
有効（[Yes]）または無効（[No]）にできます。デフォルト値は [Yes] です。
注：会議用ガイダンス（プロンプト）の設定を変更する前に、Conductor 上で開催されている会議がないことを確認してください。
プロンプトの詳細なリストとカスタム音声プロンプトを追加する方法については、「TelePresence Server がホストする会議の会議プロンプ
ト」を参照してください。
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TelePresence Conductor 上の WebEx 会議のスケジューリング
WebEx 対応会議は、TelePresence Conductor 上で factory.webex.add API 呼び出しを使用して作成されます。通常、この呼び出し
は Cisco TMS などの管理ツールからのものです。
TelePresence Conductor で WebEx 会議をサポートするための条件：






会議ブリッジと WebEx の間のシグナリングは「Early Offer」である必要があります。


Cisco VCS 導入環境の場合、「Early Offer」はデフォルトでサポートされます。



Unified CM 導入環境の場合、「Early Offer」をサポートして MTP を挿入しないように SIP トランクを設定する必要があります
（詳細については、最新の『Optimized Conferencing for Cisco Unified CM and Cisco VCS Solution Guide』を参照）。

WebEx 会議をホストするために使用する会議ブリッジは、次のいずれかである必要があります。


ソフトウェア バージョン 4.4 以降を実行している TelePresence MCU



ソフトウェア バージョン 3.1 以降を実行していて [Remotely managed] モードで設定されている TelePresence Server。

TelePresence Conductor では、会議テンプレートの [Scheduled conference] フィールドが [Yes] に設定されている必要があり
ます。
この会議テンプレートは、スケジュールされる会議専用にする必要があります。



会議テンプレートでは、[Allow content] を [Yes] に設定するか（TelePresence MCU の場合）、または [Content quality] を
[Off] 以外の品質設定に設定する（TelePresence Server の場合）必要があります。

会議ブリッジが WebEx 会議に接続するには次の 2 つの方法があります。
TSP 音声を使用した SIP ビデオ
この方法では、ビデオおよびコンテンツのトラフィックには WebEx への SIP 接続が使用され、音声トラフィックはテレフォニー ネットワーク
（PSTN）を介して Telephony Service Provider（TSP）にルーティングされます。
TelePresence MCU では、音声トラフィックに 1 つのポートが使用され、ビデオ トラフィックに 1 つのポートが使用され、コンテンツに追加
ポートが使用されます。
TelePresence Server では、2 つのコール（ビデオのみのコールと音声のみのコール）が使用されます。これらのコールに割り当てられる
リソースの総数は、WebEx 会議に使用される会議テンプレートの [Host quality]（レクチャー タイプの会議の場合）または [Participant
quality]（会議タイプの会議の場合）で定義されます。追加の TelePresence Server リソースがコンテンツに使用されます。
SIP ビデオと音声
すべてのタイプのトラフィック、ビデオ、コンテンツ、および音声で、WebEx への SIP 接続が使用されます。この方法に関係するテレフォ
ニー ネットワークはありません。
TelePresence MCU では、ビデオと音声のトラフィックに単一ポートが使用され、コンテンツに追加ポートが使用されます。
TelePresence Server では、ビデオと音声のトラフィックに割り当てられるリソースの数は、WebEx 会議に使用される会議テンプレートの
[Host quality]（レクチャー タイプの会議の場合）または [Participant quality]（会議タイプの会議の場合）で定義されます。追加の
TelePresence Server リソースがコンテンツに使用されます。
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このセクションでは、root アカウント、管理者アカウント、管理者グループ、および LDAP アカウントの設定方法を示します。
管理者アカウントの設定 ................................................................................................................. 101
LDAP を使用したリモート アカウント認証の設定 ................................................................................ 103
管理者グループの設定................................................................................................................... 106
アクティブな管理者セッションの表示 ................................................................................................. 107
パスワード セキュリティの設定......................................................................................................... 107
root アカウントの設定 .................................................................................................................... 108
忘れた場合のパスワードのリセット ................................................................................................... 109

管理者アカウントの設定
[Administrator accounts] ページ（[Users] > [Administrator accounts]）には、TelePresence Conductor で設定されているすべての
ローカル管理者アカウントがリストされ、ユーザがアカウントを追加、編集、および削除できます。1 つの管理者アカウントが事前設定されて
います。ユーザ名とパスワードは変更可能です。デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは TANDBERG です。
TelePresence Conductor の会議機能はこのパスワードが変更されるまで無効になります。安全なパスワードを選択する必要があります。
管理者アカウントのアカウント クレデンシャルは、管理者（TelePresence Conductor Web インターフェイスにログインするとき）、Cisco
TelePresence Video Communication Server（TelePresence Conductor のポリシー サービスにアクセスするとき）、または Cisco
TelePresence Management Suite（Cisco TMS）などのサードパーティ アプリケーション（TelePresence Conductor にアクセスすると
き）が使用できます。
管理者アカウントは、[LDAP configuration] ページ（[Users] > [LDAP configuration]）の [Administrator authentication source] が
[Local] または [Both] に設定されている場合にのみ使用できます。
ローカル管理者アカウントの追加
設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
Name

説明
管理者アカウントのユーザ名。

Access level 管理者アカウントのアクセス レベル：
[Read-write]：すべての設定情報の表示と変更を許
可します。これにより、デフォルトの admin アカウント
と同じ権限が与えられます。

使用方法のヒント
「root」などの一部の名前は予約されています。ローカル管理者アカ
ウントのユーザ名では、大文字と小文字が区別されます。
現在ログインしているユーザのアクセス権限は、各 Web ページの下
部にあるシステム情報バーに表示されます。

[Read-only]：ステータスおよび設定情報の表示の
みを許可し、変更は許可しません。[Upgrade] ペー
ジなどのいくつかのページは、読み取り専用アカウ
ントに対してはブロックされています。
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フィールド

説明

使用方法のヒント

デフォルト：[Read-write]
Password

この管理者が TelePresence Conductor にログイ TelePresence Conductor のすべてのパスワードが暗号化されるた
ンするときに使用するパスワード。
め、ここにはプレースホルダのみが表示されます。
パスワードを入力するときに、[Password] フィールドの横にあるバー
の色が変わり、パスワードの複雑さを示します。[パスワード セキュリ
ティ（Password security）] ページ（[Users] > [Password security]）
で、ローカル管理者パスワードの複雑さ要件を設定できます。
ブランク パスワードは設定できません。

New
password
Confirm
password
New
password

アカウントの新しいパスワードを入力します。

このフィールドは、パスワードを変更するときにのみ表示されます。

アカウントのパスワードを再入力します。

このフィールドは、アカウントを作成するとき、またはそのパスワード
を変更するときにのみ表示されます。

このアカウントが Web インターフェイスを使用して
システムにログインできるかどうかを選択します。
デフォルト：[Yes]

API access

このアカウントがアプリケーション プログラミング イン
ターフェイス（API）を使用してシステムのステータスお Cisco TMS などのシステムによる XML および REST API へのアク
セスを制御します。
よび設定にアクセスできるかどうかを選択します。
デフォルト：[Yes]

アカウントが [Enabled] か [Disabled] かを選択し
ます。無効なアカウントはシステムにアクセスできま
せん。
Your current 変更を承認する必要がある場合、ここに自身の現在 セキュリティを強化するため、システムではアカウント作成時やパスワー
のパスワードを入力します。
ド変更時に管理者が自身のパスワードを入力する必要があります。
password
State

管理者アカウントの詳細の編集
事前設定された管理者アカウントおよび追加のローカル管理者アカウントの詳細を編集できます。
[Users] > [Administrator accounts] に移動します。関連する管理者アカウントの [Actions] で、[Edit user] をクリックします。
新しいページが表示され、選択した管理者アカウントのパスワードを除くすべてのフィールドを編集できます。パスワードの変更については、
次を参照してください。
管理者パスワードの変更
事前設定された管理者アカウントおよび追加のローカル管理者アカウントのパスワードを変更できます。
[Users] > [Administrator accounts] に移動します。関連する管理者アカウントの [Actions] で、[Change password] をクリックします。
新しいページが表示され、選択した管理者のパスワードを変更できます。新しいパスワードを入力し、確認のために再度入力します。パス
ワード変更を承認するには、現在ログインしている管理者アカウントのパスワードを入力する必要もあります。
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LDAP を使用したリモート アカウント認証の設定
管理者アカウント認証のためのリモート ディレクトリ サービスへの LDAP 接続を設定するには、[LDAP configuration] ページ（[Users] >
[LDAP configuration]）を使用します。
設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド
説明
使用方法のヒント
[Remote account authentication]：このセクションでは、リモート アカウント認証用の LDAP の使用を有効または無効にできます。
管理者のログイン クレデンシャルを認証する場所を定義し
[Both] を選択すると、ローカルで定義したアカウントを
Administrator
ます。
authentication
引き続き使用できます。これは、LDAP サーバとの接
source
続や認証の問題をトラブルシューティングするときに役
[Local only]：システムに保存されているローカル データベー 立ちます。
スと照合してクレデンシャルを確認します。
[Remote only] 認証が使用されている場合、ローカル
[Remote only]：外部クレデンシャル ディレクトリと照合してク で設定した管理者アカウントを使用してログインできな
レデンシャルを確認します。
いことに注意してください。
[Both]：最初にシステムに保存されているローカル データ
ベースと照合して確認し、一致するアカウントが見つからな
かった場合は外部クレデンシャル ディレクトリが代わりに使用
されます。
デフォルトは [Local only] です。
[LDAP server configuration]：このセクションでは、LDAP サーバへの接続の詳細を指定します。
LDAP サーバ アドレスを解決する方法を定義します。
SRV ルックアップは、暗号化が有効かどうかによっ
FQDN address
resolution
て、_ldap._tcp または _ldaps._tcp レコードのいず
SRV record：DNS SRV レコード検索。
れかに対して実行されます。複数のサーバが返され
た場合、各 SRV レコードの優先度とウェイトによっ
て、サーバが使用される順序が決まります。

Address record：DNS A レコード検索。
[IP address]：IP アドレスとして直接入力。
デフォルトは [Address record] です。
注：SRV レコードを使用する場合は、レコードが LDAP 用の
標準ポートを使用していることを確認してください。
_ldap._tcp.<domain> は 389 を、_ldaps._tcp.<domain>
は 636 を使用する必要があります。Cisco VCS は LDAP 用
に他のポート番号をサポートしていません。
[Host name] と
[Domain]

サーバ アドレスの指定方法は、FQDN アドレス解決の設定
によって異なります。

または

[SRV record]：サーバ アドレスのドメイン部分だけが必要
です。

Server address

[Address record]：ホスト名とドメインを入力します。これらは
組み合わされて、DNS アドレス レコードを検索するための完
全なサーバ アドレスになります。
[IP address]：サーバ アドレスを IP アドレスとして直接入力し
ます。
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フィールド
Port

説明
LDAP サーバで使用する IP ポート。

使用方法のヒント
非セキュア接続は [389]、セキュア接続は [636] を
使用します。

Encryption

LDAP サーバへの接続を Transport Layer Security（TLS） TLS が有効になっている場合は、TelePresence
を使用して暗号化するかどうかを決定します。
Conductor の信頼済み CA 証明書ファイル内の認
証局が LDAP サーバ証明書に署名する必要がありま
[TLS]：LDAP サーバへの接続に TLS 暗号化を使用します。 す。
[Off]：暗号化は使用されません。
デフォルトは [Off] です。

Authentication configuration：このセクションでは、LDAP サーバにバインドするときに使用する TelePresence Conductor の認証クレ
デンシャルを指定します。
LDAP サーバにバインドするときに TelePresence Conductor 名前の中に含まれる特殊文字は、LDAP 標準（RFC
Bind DN
で使用される識別名（大文字と小文字の区別なし）。
4514）に従ってバックスラッシュでエスケープする必
要があります。名前と名前の間の区切り文字はエス
cn=、ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。
ケープしないでください。
通常、バインド アカウントは特別な権限を持たない読
み取り専用のアカウントです。
Bind password
SASL

LDAP サーバにバインドするときに TelePresence
Conductor で使用されるパスワード（大文字と小文字の区別
あり）。
LDAP サーバにバインドするときに使用する SASL（Simple
Authentication and Security Layer）のメカニズム。

プレーン テキストの最大長は 60 文字で、暗号化され
ます。
企業のポリシーに応じて、Simple Authentication
and Security Layer を有効にします。

[None]：メカニズムを使用しません。
[DIGEST-MD5]：DIGEST-MD5 メカニズムを使用します。
デフォルトは [DIGEST-MD5] です。
Bind username

TelePresence Conductor が LDAP サーバにログインする これは、sAMAccountName（セキュリティ アクセス
ときに使用するアカウントのユーザ名（大文字と小文字の区 マネージャ アカウント名）になるように設定します（AD
別あり）。
では、これはアカウントのユーザ ログオン名です）。
SASL が有効になっている場合にのみ必要です。

[Directory configuration]：このセクションでは、アカウントとグループ名を検索するときに使用する基本識別名を指定します。
データベース構造においてユーザ アカウント検索の開始点と アカウントとグループのベース DN は、dc レベル以下
Base DN for
accounts
なる識別名の ou= および dc= 定義（大文字と小文字の区別 にする必要があります（必要に応じてすべての dc=
なし）。
値と ou= 値を含めてください）。LDAP 認証では、サ
ブ dc アカウントを確認しません。下のレベルの ou=
ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。
および cn= レベルのみを確認します。
Base DN for
groups

データベース構造においてグループ検索の開始点となる識別 [Base DN for groups] を指定しない場合は、アカウ
名の ou= および dc= 定義（大文字と小文字の区別なし）。
ントのベース DN がグループおよびアカウントの両方
に使用されます。
ou=、dc= の順に DN を指定する必要があります。
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LDAP サーバの接続ステータスの確認
LDAP サーバへの接続のステータスはページの下部に表示されます。
[State] = [Active]
エラー メッセージは表示されません。
[State] = [Failed]
次のエラー メッセージが表示されることがあります。
エラー メッセージ
DNS unable to do
reverse lookup
DNS unable to resolve
LDAP server address

理由/解決方法
SASL 認証にはリバース DNS 検索が必要です。
有効な DNS サーバが設定されていることと、LDAP サーバのアドレスのスペルを確認します。

LDAP サーバの詳細が正しいことを確認します。
Failed to connect to
LDAP server. Check
server address and port
Failed to setup TLS
connection. Check your
CA certificate

TLS には、CA 証明書、秘密キー、およびサーバ証明書が必要です。

Failure connecting to
server. Returned code
<return code>

その他の一般的な問題。

Invalid Base DN for
accounts

アカウントのベース DN を確認してください。現在の値は、LDAP ディレクトリの有効な部分を記述したもので
はありません。

Invalid server name or
DNS failure

LDAP サーバ名の DNS 解決に失敗しました。

Invalid bind credentials

[Bind DN] および [Bind password] を確認してください。このエラーは、SASL を [None] に設定すべき場合
に [DIGEST-MD5] に設定した場合にも表示されることがあります。

Invalid bind DN

[Bind DN] を確認してください。現在の値は LDAP ディレクトリ内の有効なアカウントを記述したものではあり
ません。
バインド DN の長さが 74 文字以上ある場合に、この失敗した状態が誤って報告されることがあります。実際
に失敗したかどうかを確認するには、有効なグループ名を使用して TelePresence Conductor 上で管理者
グループを設定します。TelePresence Conductor から「saved」と報告された場合は問題ありません
（TelePresence Conductor が指定されたグループが見つかるかどうかを確認します）。グループが見つから
ないと報告された場合は、バインド DN が誤っているか、グループが誤っているか、あるいはその他の設定項
目が誤っている可能性があります。

There is no CA
certificate installed

TLS には、CA 証明書、秘密キー、およびサーバ証明書が必要です。

Unable to get
configuration

LDAP サーバ情報がないか、誤っています。
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管理者グループの設定
[Administrator groups] ページ（[Users] > [Administrator groups]）には、TelePresence Conductor で設定されているすべての管理
者グループがリストされ、ユーザがグループを追加、編集、および削除できます。
管理者グループは、リモート アカウント認証が有効になっている場合にのみ適用されます。
TelePresence Conductor の Web インターフェイスにログインするときに、クレデンシャルがリモート ディレクトリ サービスに対して認証さ
れ、所属するグループに関連付けられたアクセス権が割り当てられます。管理者アカウントが複数のグループに属している場合は、最も高
いレベルの権限が割り当てられます。
設定可能なオプションは次のとおりです。
フィールド 説明
管理者グループの名前。
Name
次の文字はすべて使用できません。
/\[]:;|=,+*?><@"

使用方法のヒント
TelePresence Conductor で定義されるグループ名は、この
TelePresence Conductor への管理者アクセスを管理するためにリ
モート ディレクトリ サービスで設定されているグループ名と一致する必
要があります。

Access 管理者グループのメンバーに付与されるアクセス
レベル：
level

管理者が複数のグループに属している場合は、管理者が属するすべて
のグループ（無効状態のグループは無視）の各アクセス設定で最も高い
レベルの権限が割り当てられます。詳細については、後述する「複数の
[Read-write]：すべての設定情報の表示と変更を許可 グループに属するアカウントのアクセス レベルの決定」（107 ページ）を
します。これにより、デフォルトの admin アカウントと 参照してください。
同じ権限が与えられます。
[Read-only]：ステータスおよび設定情報の表示のみ
を許可し、変更は許可しません。[Upgrade] ページな
どのいくつかのページは、読み取り専用アカウントに対
してはブロックされています。
[None]：すべてのアクセスが拒否されます。
デフォルト：[Read-write]

このグループのメンバーが Web インターフェイスを
Web
access 使用してシステムにログインできるかどうかを決定し
ます。
デフォルト：[Yes]
このグループのメンバーがアプリケーション プログラミ Cisco TMS などのシステムによる XML および REST API へのアクセ
API
access ング インターフェイス（API）を使用してシステムのス
スを制御します。
テータスおよび設定にアクセスできるかどうかを決定し
ます。
デフォルト：[Yes]
State

グループが有効であるか無効であるかを示します。
無効であるグループのメンバーのアクセスは拒否さ
れます。

管理者アカウントが、[Enabled] と [Disabled] の両方の状態がある複
数の管理者グループに所属している場合、それらのアクセスは
[Enabled] になります。
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複数のグループに属するアカウントのアクセス レベルの決定
管理者がさまざまなアクセス レベルの複数のグループに属する場合、最も高いアクセス レベルが付与されます。無効状態のグループは無
視されます。
たとえば、以下のグループが設定されているとします。
グループ名
管理者
リージョン A
リージョン B
リージョン C

アクセス レベル
読み取りと書き込み
読み取り専用
読み取り専用
読み取り専用

Web アクセス
はい
はい

API アクセス
はい
はい

次の表は、これらのグループの 1 つ以上に属するアカウントに付与されるアクセス権限の例を示しています。
属するグループ
管理者とリージョン A
管理者とリージョン B
管理者とリージョン C
リージョン A のみ

付与されるアクセス権限
Web インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス、API アクセスなし
API インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス、Web インターフェイス アクセスなし
Web インターフェイスと API インターフェイスへの読み取り/書き込みアクセス
Web インターフェイスへの読み取り専用アクセス、API アクセスなし

アクティブな管理者セッションの表示
[Active administrator sessions] ページ（[Users] > [Active administrator sessions]）には、現在この TelePresence Conductor にロ
グインしているすべての管理者アカウントがリストされます。
セッションの詳細（ログイン時間、セッション タイプ、IP アドレスとポート、前回この TelePresence Conductor にアクセスした日時など）が
表示されます。
必要なセッションを選択して [Terminate session] をクリックすることで、アクティブな Web セッションを終了できます。
大きい [Session time out] 値が設定されている場合、このページに多くのセッションがリストされる可能性があります。これは通常、管理
者が最初に TelePresence Conductor からログアウトせずにブラウザを閉じてセッションを終了する場合に発生します。

パスワード セキュリティの設定
[Password security] ページ（[Users] > [Password security]）は、ローカル管理者アカウントのパスワードが承認される前に最小レベル
の複雑さを満たす必要があるかどうかを制御します。
[Enforce strict passwords] が [On] に設定されている場合、その後に設定されるローカル管理者アカウントのパスワードはすべて、厳密
なパスワードを構成するための以下のルールに従う必要があります。
[Enforce strict passwords] が [Off] に設定されている場合、ローカル管理者アカウントのパスワードに対する追加の確認は行われません。
注：


この設定に関係なく、管理者アカウントに対して空のパスワードを設定することはできません。



この設定は、ローカル管理者アカウントのパスワードにのみ影響します。これは、TelePresence Conductor で使用されるその他
のパスワードには影響しません（ローカル認証データベース、LDAP サーバ、外部登録クレデンシャル、ユーザ アカウントのパス
ワード、リモート クレデンシャル ディレクトリに保存されている管理者アカウントのパスワードなど）。



すべてのパスワードとユーザ名で大文字と小文字が区別されます。
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厳密なパスワードに関する設定不可能なルール
[Enforce strict passwords] が [On] に設定されている場合、以下のパスワード ルールが常に適用されます。これらのルールを設定する
方法はありません。


同じ文字列の複数インスタンスを避ける（連続しないインスタンスもチェック）



3 文字以上の連続文字列を避ける（「abc」や「123」など）



辞書にある単語や辞書にある単語の反転を避ける



回文を避ける（「risetovotesir」など）

厳密なパスワードに関する設定可能なルール
パスワード ポリシーの以下のプロパティを設定できます。


長さは尐なくとも 6 つの ASCII 文字である必要があり、最大 255 文字（デフォルトは 15）



数字 [0-9] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2）



大文字 [A-Z] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2）



小文字 [a-z] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2）



特殊文字 [7 ビット ASCII の印刷可能文字（例：スペース、@、$ など）] の数は 0 ～ 255（デフォルトは 2）



許容される連続繰り返し文字の数は 1 ～ 255（デフォルトの 0 ではチェックは無効になるため、連続繰り返し文字はデフォルトで
許容されます。パスワードに連続繰り返しが含まれないようにするには、1 に設定します）



文字クラスの最小数は 0 ～ 4（デフォルトの 0 はチェックを無効にします）文字クラスは、数字、小文字、大文字、および特殊文字です。
注：必要な文字クラスの数とクラスあたりの文字数の間で優先順位の効果が現れる場合があります。
たとえば、各クラス 2 文字というデフォルトの要件のままにしておくと、4 つの文字クラスが必要であるという暗黙的なルールが存在
します。この場合、[文字クラスの最小数（Minimum number of character classes）] の設定は無意味になります。
別の例では、文字クラスの最小数を 2 に設定し、各クラスに必要な最小文字数を 0 に設定すると、任意の 2 つのクラスの文字が
含まれるパスワードであれば十分です（その他のすべての条件も満たしていると仮定）。

root アカウントの設定
TelePresence Conductor には、オペレーティング システムにログインするために使用できる root アカウントが用意されています。このア
カウントのユーザ名は root（すべて小文字）、デフォルトのパスワードは TANDBERG（すべて大文字）です。
セキュリティ上の理由から、できるだけ早くパスワードを変更する必要があります。root パスワードがデフォルトから変更されるまでは、会
議機能は無効で、Web インターフェイスにアラームが表示されます。
注：通常の操作では root アカウントを使用しないでください。このアカウントを使用してシステムを設定しないでください。代わりに、「管理
者アカウントの設定」（101 ページ）を参照してください。

root アカウントのパスワードの変更
root アカウントのパスワードを変更するには、次のように行います。
1.

root として TelePresence Conductor にログインします。デフォルトでは、これを実行できるのはシリアル接続または SSH の場
合のみです。
注：もしも root アカウントのパスワードを忘れた場合は、「忘れたパスワードのリセット」（109 ページ）でパスワードのリセット方法を
参照してください。
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2.

「passwd」と入力します。

新しいパスワードの入力を求められます。
3.

新しいパスワードを入力し、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを再入力します。
次のメッセージが表示されます。
passwd: password updated successfully

4.

exit と入力して root アカウントからログアウトします。

SSH を使用したアクセスの有効化と無効化
デフォルトでは、root アカウントにはシリアル接続または SSH を使用してアクセスできます。
SSH を使用した root アカウントへのアクセスを有効または無効にするには、次の手順を実行します。
1.

root として TelePresence Conductor にログインします。

2.

次のいずれかのコマンドを入力します。

3.



SSH を使用したアクセスを有効にする場合は rootaccess -s on



SSH を使用したアクセスを無効にする場合は rootaccess -s off

exit と入力して root アカウントからログアウトします。

SSH を使用してログインしているときに SSH アクセスを無効にした場合、現在のセッションはログアウトするまではアクティブですが、その
後の SSH アクセスは拒否されます。SSH アクセスを再度有効にする唯一の方法は、シリアル接続を使用してログインして rootaccess s on コマンドを実行することです。

忘れたパスワードのリセット
注：管理者アカウントのユーザ名とパスワードは、クラスタ内のピア間で複製されます。したがって、1 つのピアでユーザ名またはパスワード
を変更すると、その他のすべてのピアでも変更されます。
root アカウントのパスワードはピア間で複製されません。

root アカウントにアクセスできる場合の管理者パスワードのリセット
まだ root アカウントにアクセスできるが管理者アカウントのパスワードを忘れた場合は、次の手順を使用して管理者パスワードをリセットで
きます。
1.

シリアル接続または SSH を使用して root アカウントにログインします。

2.

コマンド passwd に続けて管理者アカウントのユーザ名を入力します。

3.

プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを 2 回入力します。

VM での管理者パスワードまたは root パスワードのリセット
管理者アカウントまたは root アカウントのパスワードを忘れてしまっているときに VM（仮想マシン）TelePresence Conductor を使用す
る場合は、次の手順を使用してパスワードをリセットできます。
1.

[vSphere Client] を開きます。

2.

リンク [Launch Console] をクリックします。

2.

TelePresence Conductor をリブートします。

3.

vSphere コンソールで、ユーザ名 pwrec を使用してログインします。パスワードは不要です。
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4.

プロンプトが表示されたら、パスワードを変更するアカウント（root または管理者アカウントのユーザ名）を選択します。

5.

新しいパスワードの入力を求められます。

pwrec のアカウントは、リブート後に 1 分間だけアクティブになります。その後はパスワードをリセットするためにシステムを再度リブートす
る必要があります。

アプライアンスでの管理者パスワードまたは root パスワードのリセット
管理者アカウントまたは root アカウントのパスワードを忘れてしまっているときにアプライアンス TelePresence Conductor を使用する場
合は、次の手順を使用してパスワードをリセットできます。
1.

『Cisco TelePresence Conductor Getting Started Guide』に記載されている手順に従って、シリアル ケーブルを使用して PC
を TelePresence Conductor に接続します。

2.

TelePresence Conductor をリブートします。

3.

ユーザ名 pwrec を使用して PC からログインします。パスワードは不要です。

4.

プロンプトが表示されたら、パスワードを変更するアカウント（root または管理者アカウントのユーザ名）を選択します。

5.

新しいパスワードの入力を求められます。

pwrec のアカウントは、リブート後に 1 分間だけアクティブになります。その後はパスワードをリセットするためにシステムを再度リブートす
る必要があります。

ここでは、TelePresence Conductor でステータス情報を表示する方法を説明します（[Status] メニューからアクセス可能）。
ステータスの概要の取得 ................................................................................................................ 111
アラーム ....................................................................................................................................... 111
会議ブリッジのステータス................................................................................................................ 113
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会議参加者のステータス ................................................................................................................ 114
Collaboration Meeting Rooms ..................................................................................................... 115
コール ステータス情報.................................................................................................................... 118
イベント ログ ................................................................................................................................. 119
設定ログ ...................................................................................................................................... 120
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ステータスの概要の取得
[Overview] ページ（[Status] > [Overview]）には、TelePresence Conductor の現在のステータスの概要が示されます。
次の情報が表示されます。
フィールド
System host
name

説明
注意
システム管理者により TelePresence Conductor に割り当てられ この設定は、[DNS] ページ（[System] > [DNS]）
た名前。
で設定できます。

IPv4 アドレス

TelePresence Conductor の IPv4 アドレス。

Hardware up
time

システムが最後にリブートしてから経過した時間。

この設定は、[IP] ページ（[System] > [Network
interfaces] > [IP]）で設定できます。

Cisco TelePresence Conductor。
TelePresence Conductor ソフトウェアがインストールされている
ハードウェアまたは仮想マシンのシリアル番号。
Software version TelePresence Conductor に現在インストールされているソフト ソフトウェアの新しいバージョンにアップグレード
する場合は、「ソフトウェア コンポーネントのアッ
ウェアのバージョン。
プグレード」（128 ページ）を参照してください。
このソフトウェア バージョンのビルド番号。
Software build
このソフトウェア
バージョンがリリースされた日付。
Software release
date
TelePresence Conductor で設定されている会議ブリッジの数。 各会議ブリッジの詳細については、[Status] >
Number of
conference
会議ブリッジのリストは、[All conference bridges] ページ
[Conference bridges] を参照してください。
bridges
（[Conference configuration] > [Conference bridges]）で表示
会議ブリッジに関する詳細については、「会議ブ
および編集できます。
リッジについて」（46 ページ）を参照してください。
Product
Serial number

各会議の詳細については、[Status] >
[Conferences] を参照してください。
現在 TelePresence Conductor を通過しているコールの数。
アクティブなコールの詳細については、[Status] >
[Calls] > [Calls] を参照してください。
使用中のライセンス数がインストールされているライセンス数の範 Multiparty ライセンスの使用方法の詳細につい
囲内であるかどうかを示すステータス。
ては、[Status] > [Multiparty licenses] を参照
してください。
使用中のライセンス数がインストールされているライセンス数以下
である場合は、[Yes] と表示されます。

Number of active 現在進行中の会議の数。
conferences
Number of calls
Multiparty
license status

使用中のライセンス数がインストールされているライセンス数を超
えている場合は、[No] と表示されます。
Multiparty ライセンスが無効になっている場合は、[Disabled] と
表示されます。

アラーム
アラームは、手動による管理者の介入（再起動など）を必要とするイベントまたは設定変更が TelePresence Conductor で発生した場合
に発生します。アラームは、ディスクやファンの不良、高温など、ハードウェアおよび環境に問題がある場合にも発生します。
TelePresence Conductor で表示される可能性のあるアラーム カテゴリのリストについては、「アラーム カテゴリ」（181 ページ）を参照し
てください。
TelePresence Conductor で発生する可能性があるアラームのリストについては、「アラームのリスト」（181 ページ）を参照してください。
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アラームの表示
[Alarms] ページ（[Status] > [Alarms]、またはアラームが設定されているときに任意のページの右上に表示される赤色のアラーム アイコ
ン
をクリック）には、システム上でアクティブなすべてのアラームのリストが示されます（また、適用可能な場合、[Action] 列に提案される
解決策が示されます）。システムがクラスタに含まれている場合、このページには、そのクラスタ内のすべてのピアのすべてのアラームが表
示されます。

アラームへの対処
注意：機能とパフォーマンスが影響を受ける可能性があるため、未解決のアラームがあるときはシステムを実行しないでください。
各 [Action] をクリックし、問題を解決するために必要な設定変更を行うことにより、すぐに各アラームに対処してください。
TelePresence Conductor に問題がある場合は、すぐにアクティブなアラームを調査し、修正してください。
システムがクラスタに含まれている場合は、関連するピア上で各アラームに対応してください。[Action] ハイパーリンクにより、関連するピ
アにリダイレクトされます。アラームを 1 つのみのピアで修正できる場合、同時に同じアラームの複数のコピーが表示されなくなる場合があ
ります。

アラームの認知
すべてのアラームを確認すると（アラームを選択し、[Acknowledge] ボタンをクリック）Web インターフェイスにアラーム アイコンが表示さ
れなくなりますが、アラームは [Alarms] ページに [Acknowledged] のステータスで表示されたままになります。新しいアラームが発生す
ると、アラーム アイコンが再表示されます。
TelePresence Conductor の設定変更後、またはシステムの再起動後、まだ解決されていない [Acknowledged] 状態のアラームはス
テータス [Raised] で再表示され、再確認する必要があります。確認済みアラームは 24 時間ごとに再確認が必要です。

アラームの削除
[Alarms] ページからアラームを削除することはできません。アラームは、必要なアクションや設定変更を行った後でのみ、TelePresence
Conductor により削除されます。

アラーム情報
次の表に、[Alarms] ページに含まれているフィールドの一部の詳細を示します。
フィールド 説明
アラームの説明。
Alarm
State
[Raised]：新しいアラーム
[Acknowledged]：アラームはまだ設定されていますが、管理者によって確認済みです。
Severity
Peer
Action
ID

アラームを発生させた状態の重大度。定義については、「アラームの重大度」（113 ページ）を参照してください。
TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合、これはそのアラームが関連するピアを示します。
アラーム発生の原因になった状況の解決方法。可能な場合、必要な設定変更を行えるページへのリンクが含まれています。
アラームの ID。必要に応じて、これを Cisco TAC エンジニアに提供できます。
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アラームの重大度
次の表には、アラームに割り当てることができる各重大度レベル、およびそれぞれの定義が、優先度順にリストされています。
重大度
Emergency
Alert
Critical
Error
Warning
Notice
Info
Debug

説明
状態は、TelePresence Conductor ハードウェアで発生しました。ただちに対処する必要があります。
状態は、TelePresence Conductor ソフトウェアで発生しました。ただちに対処する必要があります。
TelePresence Conductor の動作を完全に妨げるように設定されています。ただちに対処する必要があります。
TelePresence Conductor のパフォーマンスに影響する状態が発生しましたが、ある程度機能し続けます。
TelePresence Conductor のパフォーマンスに影響する可能性がある状態が発生しましたが、ある程度機能し続けます。
重大な通常の状態が発生しました。TelePresence Conductor は通常どおり機能し続けます。
情報メッセージ。
Cisco TAC エンジニアがデバッグに使用できる情報。

会議ブリッジのステータス
[Conference bridge status] ページ（[Status] > [Conference bridges]）には、システムの会議ブリッジ プール内のすべての会議ブリッ
ジ、およびそれらの現在のステータスが表示されます。
会議ブリッジごとに、設定ステータス、動作ステータス、ホストしている会議、およびリソース使用量が表示されます。TelePresence Server
バージョン 4.2 以降の場合、「Signaling encryption enabled」が表示されます。TelePresence Server バージョン 4.2 より前では、シグ
ナリングの暗号化は暗号化キーがインストールされている場合にのみ有効でした。
リリース キーなしで TelePresence Conductor を使用している場合、会議ブリッジ プール全体で有効にすることができる会議ブリッジは
1 つのみです。その他すべての会議ブリッジの [State] は [Busied out] です。有効な会議ブリッジをクラスタ化することはできません。唯
一の有効な会議ブリッジがクラスタ化されている場合、その [Status] は [Unusable] であり、TelePresence Conductor はどの会議ブリッ
ジとも通信できません。
TelePresence MCU のリソース使用量はポート数で測定されます。TelePresence Server のリソース使用量はスクリーン ライセンス数と
コール数で測定されます。[Multiparty licensing for TelePresence Servers] が有効になっている場合、ブリッジの容量はインストールさ
れているスクリーン ライセンスでは制限されないため、表示されるスクリーン ライセンスの数は TelePresence Server でサポートされる最
大数になります。
使用率は、特定の会議ブリッジの割り当て済みリソースと使用済みリソースの最大値で決定されます。会議ブリッジの使用率が、会議ブリッ
ジ リソースのアラームが発生するしきい値を下回っている場合、使用率バーは緑色で表示されます。しきい値は、[Global conference
bridge settings] ページ（[Conference configuration] > [Global conference bridge settings]）で設定できます。会議ブリッジがしきい
値に近づくと使用率バーは黄色で表示され、しきい値を超えると使用率バーは赤色で表示されます。
割り当て済みリソースは、会議が最初に開始されたときに TelePresence Conductor で要求されたリソースです。使用済みリソースは、会
議が会議ブリッジでホストされているときに会議ブリッジが実際に使用しているリソースです。リソースを最適化すると、TelePresence
Server で使用されるリソースの数が削減されます。

会議ステータス
[Conferences status] ページ（[Status] > [Conferences]）には、現在 TelePresence Conductor で管理されてる会議の数が表示され、
各会議の詳細情報が示されます。
アクティブな会議のリストには、以下が含まれます。


TelePresence Conductor の API でプロビジョニングされた Collaboration Meeting Rooms（CMR）に基づく会議



TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定された会議テンプレートに基づく会議

113

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先
会議のタイプに応じて、関連する会議テンプレートまたは Collaboration Meeting Room へのリンクがあります。
会議は、次のいずれかのステートになります。


Starting



Running



Stopping

会議の横に単語 [LOCKED] が表示されている場合、会議がロックされていることを意味します。会議は、TelePresence Conductor の
API を使用してロックまたはロック解除できます。会議がロックされている場合：


会議は既存の参加者で進行されます



新しい参加者はダイヤルインできません



TelePresence Conductor の API を使用して、会議に参加者を追加できます（たとえば、Cisco TMSPE を使用）

プロビジョニング API を使用してプロビジョニングされた会議の場合、会議の表示名、およびすべてのホスト エイリアスとゲスト エイリアス
が表示されます。エイリアスは、ユーザがダイヤルするときは大文字と小文字が区別されませんが、小文字で表示されます。
会議ごとに、予約済み、要求済み、または使用済みの参加者のリソースの数が表示されます。要約情報、および会議をホストしている各会
議ブリッジの情報が表示されます。
ホストのリソースは、プロビジョニング API で、またはレクチャー タイプの会議の場合は会議テンプレートで予約できます。参加者のリソー
ス（会議タイプの会議に適用）およびゲストのリソース（レクチャー タイプの会議に適用）は予約できません。
自動ダイヤル参加者のリソースは、特定のロール タイプで自動ダイヤル参加者を作成して会議テンプレートに関連付けることにより要求で
きます。プロビジョニング API でプロビジョニングされた自動ダイヤル参加者は表示されません。
[Webex] カウンターが [Used] の場合は、使用中のリソース、または参加者の追加を待機しているリソースのいずれかを示しています。
会議ごとに予約または使用される Webex リソースの最大数：




TelePresence MCU で次の手順を実行します。


1 ポート（SIP を使用している場合）



2 ポート（SIP-TSP を使用している場合）

TelePresence Server 上：


1 人の参加者（SIP を使用している場合）



1 人の参加者（SIP-TSP を使用している場合）

1 人の参加者は、[Participant quality]（会議タイプの会議テンプレートの場合）または [Host quality]（レクチャー タイプの会議の
場合）で定義されているリソースの数を使用します。

会議参加者のステータス
[Conference participants] ページ（[Status] > [Conferences]、次に特定の会議について [View the participants in this conference]
をクリック）は、特定の会議のすべての参加者に関する情報を提供します。
入手できる情報は次のとおりです。
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Participant
状態

会議の参加者によって使用されているエンドポイントの登録済みエイリアス（H.323 ID、E.164、SIP AOR）。
[Connected]：この参加者は現在会議に接続しています。
[Disconnected]：この参加者は会議に接続していません。
[Dormant]：これは、会議にダイヤルインできなかった自動ダイヤル参加者を示しています。

Conference name 会議ブリッジに表示される会議の名前。
名前が 31 文字（TelePresence MCU の場合）または 80 文字（TelePresence Server の場合）より長い場合は、
ハッシュ値が表示されます。会議名が IP アドレスである場合は、IP アドレスは 16 進数値に変換されたハッシュ値と
して表示されます。
（[Conference type] が [Lecture] の場合に設定できます）

Host

[Yes]：この参加者のロールはホストです。
[No]：この参加者のロールは参加者またはゲストです。
Conference
bridge address

この参加者が接続している会議ブリッジのアドレス（会議ブリッジ プールのページに表示）。この会議ブリッジの Web
インターフェイスに移動するには、アドレスをクリックします。

Call direction

[Incoming]：参加者は、会議エイリアスをダイヤルして会議に参加しました。
[Outgoing]：参加者は、会議ブリッジで会議に自動ダイヤルインしました。

Collaboration Meeting Room
Collaboration Meeting Room の検索
[Collaboration meeting room] ページ（[Status] > [Provisioning] > [Collaboration meeting room]）で、1 つ以上の Collaboration
Meeting Room（CMR）を検索できます。
CMR は、TelePresence Conductor の API でプロビジョニングされた会議の詳細を提供します。[Service Preferences] を除き、
TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定されたデータは含まれていません。
会議のプロビジョニングの詳細については、「会議のプロビジョニング」（18 ページ）を参照してください。
1 つ以上の CMR を検索するには、次のいずれかを入力します。


Conference display name：プロビジョニング API に渡される会議名。一意である必要はないため、複数の CMR の結果が返さ
れる場合があります。この文字列は大文字と小文字が区別されます。



Conference name：CMR の作成時または更新時に TelePresence Conductor が会議の表示名から生成する一意の会議名。こ
の文字列は大文字と小文字が区別されます。



Alias：参加者が会議に入るためにダイヤルする直接一致エイリアス文字列。文字列の大文字と小文字は区別されません。
注：この検索文字列では大文字と小文字は区別されませんが、直接一致エイリアスは TelePresence Conductor によって小文字
で保存されます。



Auto-dialed participant：自動ダイヤル参加者のアドレス。この文字列は大文字と小文字が区別されます。

注：検索で入力するすべての詳細は、Web インターフェイスではなく TelePresence Conductor の API で設定されている必要があります。
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検索では、検索語に一致する CMR のリストが返されます。


会議名を検索すると、最大で 1 つの CMR が返されます。



会議の表示名、エイリアス、または自動ダイヤル参加者を検索すると、複数の CMR が返される可能性があります。
検索語に一致する CMR が 200 個より多い場合は、リストに表示される CMR は 200 個のみです。

リストの各項目について、以下を行うことができます。


会議名または [View] リンクをクリックして、CMR の詳細を表示する（「Collaboration Meeting Room の表示」（116 ページ）を参照）



特定のエイリアスのリンクをクリックして、エイリアスの詳細をポップアップ ウィンドウに表示する



特定の自動ダイヤル参加者のリンクをクリックして、エイリアスの詳細をポップアップ ウィンドウに表示する

Collaboration Meeting Room の表示
Collaboration Meeting Room（CMR）の詳細ページは、特定の CMR に関連したデータの読み取り専用表示です。
CMR は、Cisco TMS などの管理ツールを使用して、TelePresence Conductor のプロビジョニング API を介して ConfBundle オブジェ
クトとして追加されます。データは、TelePresence Conductor の Web インターフェイスでは変更できません。
表示される CMR フィールド：
フィールド
Conference name

説明
CMR の作成時または更新時に TelePresence Conductor が会議の表示名から生成する一意の会議名。これ
は、プロビジョニング API で受け取った会議の表示名から取得される最初の文字列と、その後に続く疑似ランダム
文字列で構成されます。
この文字列では大文字と小文字が区別されるため、TelePresence Conductor で保存されたものと同じ大文字/小
文字を使用して [Collaboration meeting room] 検索ページに入力する必要があります。

Conference
display name

プロビジョニング API に渡される会議名（一意である必要はない）。

Aliases

会議に入るために参加者がダイヤルできる完全一致エイリアスのリスト。各エイリアスは、対応する詳細とともに表
示されます。

この文字列では大文字と小文字が区別されるため、API に提供されたものと同じ大文字/小文字を使用して
[Collaboration meeting room] 検索ページに入力する必要があります。

完全一致エイリアスの文字列では大文字と小文字は区別されません。これは、TelePresence Conductor のプロ
ビジョニング API によって小文字で保存されます。参加者が大文字と小文字を任意に使用してエイリアスを入力し
ても、エイリアスは一致します。文字列は、大文字と小文字を任意に使用して [Collaboration meeting room] 検
索ページに入力できます。
Service
Preference
Maximum number
of participants
Maximum
conference
duration (minutes)
Allow content
Layout

使用されているサービス設定。会議をホストする会議ブリッジ プールの選択順序を定義します。サービス設定は、
TelePresence Conductor の Web インターフェイスで設定され、プロビジョニング API でアクセスされます。
この CMR に基づく会議に参加できる参加者の最大数。この数には自動ダイヤル参加者数と予約ホスト数が含ま
れます。
この CMR に基づく会議の期間の上限。会議の終了が近づくと、会議ブリッジから出された警告がエンドポイントに
表示されます。
参加者がプレゼンテーションなどのコンテンツ ビデオを送信できるかどうかを決定します。
この CMR に基づく会議に参加している参加者に表示されるビデオ レイアウト方式。
レイアウトは次のいずれかのタイプで、プロビジョニング API で定義されています。
[equal]：会議の参加者は、最大 4 X 4 の同じサイズのペインに、グリッド パターンで表示されます。（マルチスク
リーン エンドポイントには適用されません）。
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フィールド

説明
注：MCU の [equal] レイアウトは 2x2 に設定されています。回避策として、TMS でレイアウトを設定せずに、MCU で
デフォルトのファミリ ビューを必要に応じて 2X2、3X3、または 4X4 のペイン数に設定することを推奨します。
[active]：アクティブな発言者は 1 つの大きなペインに表示され、その他の参加者は画面下部にある最大 9 個の
PIP（ピクチャ イン ピクチャ）オーバーレイに表示されます。
[Prominent]：アクティブな発言者は 1 つの大きなペインに表示され、その他の参加者は画面下部にある最大 4 個
の小さいペインに表示されます。（マルチスクリーン エンドポイントには適用されません）。
[Single]：アクティブな発言者が 1 つの全画面ペインに表示されます。
[Not set]：プロビジョニング API で設定されたレイアウトはなく、会議ブリッジに送信されるレイアウト設定はありま
せん。この結果、会議ブリッジではデフォルトのレイアウトが表示されます。
会議ブリッジの機能に応じて、指定されたレイアウトに最も近い設定が使用されます。適用可能な場合、マルチスク
リーン システムは指定されたレイアウトに最も近い設定にマッピングされます。
会議ブリッジ タイプで使用できるレイアウト オプションの詳細については、「会議のレイアウト」（174 ページ）を参照
してください。

Host quality

（TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
ホスト権限を持つ参加者が体験するビデオと音声の品質レベル。

Guest quality

（TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
ゲスト権限を持つ参加者が体験するビデオと音声の品質レベル。

Content quality

（TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
コンテンツ ビデオ（プレゼンテーションなど）を表示する参加者が体験するコンテンツ品質。

Allow multiscreen

（TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
会議でマルチスクリーン システムを使用可能にするかどうかを決定します。[No] が選択されている場合、会議で
は、シングル スクリーン システム、またはマルチスクリーン システムのプライマリ画面のみを使用できます。

Maximum screens （TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
この会議のエンドポイントで使用できる最大画面数（1 ～ 4 の範囲）。このフィールドは、[Allow multiscreen] が
[Yes] に設定されている場合にのみ適用されます。
Optimize
resources

（TelePresence Server でホストされた会議にのみ適用）
会議の参加者によって使用されるリソースを TelePresence Conductor が最適化できるかどうか。
詳細は、「リソースの最適化」（77 ページ）を参照してください。

Number of
reserved hosts
Maximum number
of cascades

リソースを予約しておく必要があるホストの数。

Scheduled
conference

この CMR から生成された会議がスケジュールされているかどうか。値が [Yes] である場合、会議は API 呼び出し
factory.conferencecreate によってのみ作成可能で、参加者が会議エイリアスをダイヤルしても作成できません。

Guests wait for
host

ゲストが会議に参加する前にホストが参加するのを待つ必要があるかどうか。この設定は、TelePresence Server
でホストされる会議にのみ適用されます。TelePresence MCU でホストされる会議の場合は無視されます。

この会議に対して許可するカスケードの最大数。カスケードごとに、適切な数のリソースがプライマリ会議ブリッジで
予約されます。
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フィールド
PIN

説明
ホスト権限を持つ参加者とゲスト権限を持つ参加者に別の PIN を設定できるかどうか。
注：会議のカスケード部分に別の PIN を設定することはできません。

Auto-dialed
participants

開始時に会議ブリッジが会議にダイヤルインする自動ダイヤル参加者のリスト。各自動ダイヤル参加者が対応する
詳細とともに表示されます。
[Address] 文字列では大文字と小文字が区別されるため、API に提供されたものと同じ大文字/小文字を使用して
[Collaboration meeting room] 検索ページに入力する必要があります。

詳細設定オプションを変更するために会議ブリッジに送信される JSON パラメータ。
Advanced
parameters
Cascade advanced 詳細設定オプションを変更するためにカスケード会議ブリッジに送信される JSON パラメータ。パラメータは
parameters
[Advanced parameters] と同じである必要があります。

コール ステータス情報
[Status] > [Calls] ページでは、TelePresence Conductor を通過した現在および過去のコールに関する情報が示されます。これらの
ページには、TelePresence Conductor がシグナリングを受信する Unified CM からのすべてのコール（つまり、Unified CM が Unified
CM と Cisco VCS の間の SIP トランクを経由せずに TelePresence Conductor に直接送信するコール、および Cisco VCS の外部ポリ
シー サーバ インターフェイスを使用しない Cisco VCS からのコール）がリストされます。

コール ステータス
コール ステータス情報は現在のコールと完了したコールの両方に対して表示できます。


現在のコール：[Call status] ページ（[Status] > [Calls] > [Calls]）には、現在 TelePresence Conductor を通過しているすべて
のコールがリストされます。



完了したコール：[Call history] ページ（[Status] > [Calls] > [Call history]）には、アクティブでなくなったすべてのコールがリストさ
れます。リストは、最新の 500 コールに制限され、TelePresence Conductor が最後に再起動してから発生したコールのみが含
まれます。

TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合、クラスタ内のピアに適用されるすべてのコールが表示されますが、リストはピ
ア 1 つあたりで最新の 500 コールに限定されます。
コールの概要情報
最初は次の概要情報が表示されます。
フィールド
Start time
Scheduled
conference
Source
Destination
Status

説明
TelePresence Conductor がコールを取得した日時。
コールが TelePresence Conductor で終了した日時（完了したコールのみ）。
通話時間。
コールを発信したエンドポイントのエイリアス。
エンドポイントからダイヤルされたエイリアス。これは、コールが発信されたエイリアス（変換されている）とは異なります。
コールが終了した理由（完了したコールのみ）。
管理者が [Disconnect] ボタンを使用してコールを終了した場合、コールのステータスは [Disconnected] です。発信者ま
たは呼び出し先がコールを通常終了した場合、コールのステータスは [BYE] です。

Peer
Actions

コールの発信に使用されているクラスタ ピアを識別します。
コールに関する詳細を表示するには、[View] をクリックします。
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コールの詳細情報
プライマリ リストからコールを選択すると（前述のとおり）、そのコールの詳細が表示されます。

コールの切断
選択したコールを切断するには、[Disconnect] をクリックします。TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合、コールが通
過しているピアにログインしている必要があります。

イベント ログ
イベント ログについて
TelePresence Conductor は、トラブルシューティングおよび監査を目的としてイベント ロギング機能を提供します。イベント ログは、前回
のアップグレード後にシステムで発生したすべてのイベントのリストであり、会議の作成と削除、会議への参加要求、発生したアラーム、会
議ブリッジのステータス変更などの情報を記録します。システム レベルの情報も含まれている場合があります。
イベント ログは 22 GB のデータを保持し、このサイズに達すると最も古いエントリが上書きされます。ただし、最初の 50 MB のイベント ロ
グ データのみを Web インターフェイスに表示できます。イベント ログ全体がシステム スナップショットに含まれています。
[Event Log] ページ（[Status] > [Logs] > [Event Log] > [All events]）では、イベント ログの表示およびフィルタリングを行うことができます。
[Status] > [Log] > [Event Log] メニューの下にあるその他のサブメニューでは、以下のようなイベント ログのフィルタ ビューが提供されます。


[Conference creation events] は、新しい会議の作成に関連するイベントのみを表示します



[Conference join events] は、会議に参加するユーザに関連するイベントのみを表示します



[Conference destruction events] は、中断される会議に関連するイベントのみを表示します

イベント ログのフィルタリング
[Filter] 領域では、イベントに含まれている単語に基づいてイベントのサブセットを表示できます。
デフォルトでは、[Contains all of the words] フィールドを使用できます。検索する単語を入力して、[Filter] をクリックします。入力したすべ
ての単語が含まれているイベントのみが表示されます。
さらに詳細なフィルタリングを行うには、[more options] をクリックします。これにより、次のような追加のフィルタリング方式が提供されます。


Contains the string：ここに入力した正確なフレーズを含むイベントのみが含まれます。



Contains any of the words：ここに入力した単語のうち尐なくとも 1 つを含むイベントが含まれます。



[Not containing any of the words]：ここに入力したいずれかの単語を含むイベントをフィルタで除外します。

（注）


フィルタリングに使用する各単語を区切るには、スペースを使用します。



上記フィールドの任意の組み合わせを使用できます。

変更したフィルタ条件を再適用するには、[Filter] をクリックします。
完全なイベント ログのリストに戻るには、[Reset] をクリックします。
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ログ設定の再設定
[Configure the log settings] ページをクリックすると、[Logging configuration] ページに移動します。このページから、イベント ログのコ
ピー先の 1 つ以上のリモート サーバを設定できます。

ローカル ディスクへの結果の保存
結果セクションの内容をローカル PC またはサーバ上のテキスト ファイルにダウンロードする場合は、[Download this page] をクリックし
ます。

イベントの表示
[Results] 領域には、現在のすべてのフィルタ条件に一致するすべてのイベントが表示され、最新のものが最初に示されます。
多くのイベントでは、1 つ以上のフィールドにハイパーリンクが含まれています（そのようなフィールドは、その上にカーソルを合わせると色
が変わります）。ハイパーリンクをクリックして、同じテキスト文字列を含むイベントのみを表示できます。たとえば、[Level=] の後に表示され
るテキストをクリックすると、その特定レベルのイベントのみが表示されるようにリストがフィルタリングされます。

イベント ログのカラー コーディング
イベント ログ内の特定のイベントは、簡単に識別できるように色分けされています。


緑色は正常なイベントを示します



オレンジ色は警告として機能し、注意する必要があるイベントを示します



赤色は何らかの障害を示しています

設定ログ
[Configuration Log] ページ（[Status] > [Logs] > [Configuration Log]）は、TelePresence Conductor 設定に対するすべての変更の
リストを提供します。
設定ログは最大で 30 MB のデータを保持し、このサイズに達すると最も古いエントリが上書きされます。Web インターフェイスを使用して
設定ログ全体を表示できます。

設定ログのフィルタリング
[Filter] セクションでは、設定ログをフィルタリングできます。検索する単語を入力して、[Filter] をクリックします。入力したすべての単語が含
まれているイベントのみが表示されます。
さらに詳細なフィルタリングを行うには、[more options] をクリックします。これにより、次のような追加のフィルタリング方式が提供されます。


[Contains the string]：ここに入力した正確なフレーズを含むイベントのみが含まれます。



[Contains any of the words]：ここに入力した単語のうち尐なくとも 1 つを含むイベントが含まれます。



[Not containing any of the words]：ここに入力したいずれかの単語を含むイベントをフィルタで除外します。

フィルタリングに使用する各単語を区切るには、スペースを使用します。
変更したフィルタ条件を再適用するには、[Filter] をクリックします。完全な設定ログのリストに戻るには、[Reset] をクリックします。
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[Results] セクション
[Results] セクションにはすべての Web ベース イベントが表示され、最新のものが最初に示されます。
ほとんどのイベントでは、1 つ以上のフィールドにハイパーリンクが含まれています（そのようなフィールドは、その上にカーソルを合わせる
と色が変わります）。ハイパーリンクをクリックして、同じテキスト文字列を含むイベントのみを表示できます。たとえば、[Event=] の後に表
示されるテキストをクリックすると、その特定タイプのすべてのイベントが表示されるようにリストがフィルタリングされます。同様に、特定の
ユーザをクリックすると、その特定管理者アカウントに関連するイベントのみが表示されます。
設定ログのイベント
Web インターフェイスを使用して管理者によって行われた TelePresence Conductor 設定変更の [Event] フィールドは、[System
Configuration Changed] となっています。
これらの各イベントの [Detail] フィールドの表示内容：


影響を受けた設定項目



変更前と変更後の内容



変更を加えた管理者ユーザの名前、および IP アドレス



変更が行われた日付と時刻

Multiparty ライセンスのステータス
このページには、TelePresence Conductor の Multiparty ライセンスのステータスが表示されます。

Multiparty ライセンスのステータス
この表は、Multiparty ライセンス モードが有効になっているときのコンプライアンス ステータスの読み取り専用表示です。この表は、
Multiparty ライセンスが無効になっているときは表示されません。
表示される Multiparty ライセンスのステータス フィールド：
フィールド
License type

説明
ライセンスのタイプ。
これは、Personal Multiparty（PMP）または Shared Multiparty（SMP）のいずれかです。
Personal Multiparty：各ライセンスは特定のユーザに割り当てられます。PMP ライセンスは、頻繁に会議を開始する
ユーザに適しています。
Shared Multiparty：各ライセンスは複数のユーザで共有されますが、同時に 1 つの会議でしか使用できません。SMP
ライセンスは、会議を開始する頻度の低いユーザに適しています。
ライセンスは、会議が開始された時点から終了するまで消費されます。
注：TMS で [Allow Early Join] 機能が有効になっているときに、最初の会議が延長されるか 2 番目の会議が 5 分早く
開始されることにより最初の会議が 2 番目の会議にオーバーラップすると、バックツーバック会議を開始するユーザは 2
つの SMP ライセンスを消費します。

Installed

クラスタ内のすべてのノードにわたって PMP または SMP オプション キーに関連付けられたすべてのライセンスの合計。
例：カウント 100 の 1 つの PMP オプション キーとカウント 50 の別の PMP で 150 ライセンスに等しくなります。
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フィールド
Assigned

説明
所有者のレコードに割り当てられた PMP ライセンス数。
例：100 個の CMR が TMS などのアプリケーションにより Conductor の PMP ライセンスでプロビジョニングされている
場合、この数値は 100 になります。

Peak past 60
day use
Status

過去 60 日間に会議によって使用された SMP ライセンスのピーク数。この数は毎日更新されます。
使用中のライセンス数が [Installed] 列に表示されている数以下である場合、[Authorized] と表示されます。
使用中のライセンス数が [Installed] 列に表示されているより多い場合、[Out of Compliance] と表示されます。
Multiparty ライセンスが無効になっている場合は、[Disabled] と表示されます。

注：クラスタ内のノードが削除されると、インストールされている PMP および SMP のオプション キーは残りのノードで 30 日間使用できます。

関連タスク
Multiparty ライセンスが設定される [Option keys] ページへの Multiparty ライセンス設定リンクが表示されます。

ここでは、最大 3 つの TelePresence Conductor システムのクラスタに含まれるように TelePresence Conductor を設定する方法を説
明します。

クラスタについて
TelePresence Conductor は、最大 3 つの全容量 TelePresence Conductor システムまたは最大 2 つの TelePresence Conductor
Select システムのクラスタに含めることができます。クラスタ内の各 TelePresence Conductor はクラスタ内の他のすべての
TelePresence Conductor のピアです。クラスタが作成されると、1 つのピアへの設定変更はただちにその他すべてのピア間で共有され
ます。
クラスタは、TelePresence Conductor が使用不能になるというまれなケースにおける冗長性を提供するために使用されます（たとえば、
ネットワークの停止や停電など）。
注：TelePresence Conductor のクラスタリングは、TelePresence Conductor がリリース キーを使用せずに TelePresence
Conductor Essentials として実行されている場合はサポートされません。
注：TMS の復元力は、2 モード ピアでのみサポートされます。
すべての設定変更を 1 つのピアで行うことを推奨します。この唯一の例外はピア固有の設定です。
詳細については、次の関連導入ガイドを参照してください。


Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco Unified CM Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide
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ピア IP アドレス
クラスタ内のピアは IP アドレスで識別されます。
クラスタに含まれている TelePresence Conductor の IP アドレスは変更しないでください。詳細については、「ピアの IP アドレスの変更」
を参照してください。

クラスタの管理
ここでは、クラスタ、更新、およびトラブルシューティングを設定し、管理する方法について説明します。

クラスタのセットアップ
前提条件
XC4.3.2 TelePresence Conductor ピアのクラスタを設定するか、または XC4.3.2 TelePresence Conductor をクラスタに追加する前
に、次のことを確認します。
プラットフォームとソフトウェア バージョンが一致している


すべてのクラスタのピアが同じバージョンのコードを実行している。異なるピアが異なるバージョンのコードを実行できる唯一の機会
は、クラスタが分割された方法で動作する間に、クラスタが 1 つのバージョンのコードから他のバージョンのコードへアップグレード
される間です。



各ピアが同等の機能を持つハードウェア プラットフォーム（アプライアンスまたは仮想マシン）を使用している。たとえば、標準的な
アプライアンス上で実行するピアを、2 コアの中規模の VM 上で実行するピアとクラスタ化できます。

ネットワーク条件を満たしている


異なる LAN 設定（有効な異なる IPv4 アドレスと異なる IPv6 アドレス）が各ピアで設定されている。



クラスタの各ピアは、クラスタ内またはクラスタに追加されるすべての TelePresence Conductor から 15 ms ホップ（ラウンドト
リップ遅延 30 ms）以内にある。



クラスタの各ピアはクラスタ内またはクラスタに追加されるすべての TelePresence Conductor に直接ルーティングできる（クラス
タ ピア間の NAT は許可されず、ファイアウォールがある場合、必須ポートがオープンであることを確認します）

基本設定が行われている


各ピアに他のすべてのピアと異なるシステム名が付いている。



ピア間のパーミッシブ TLS 接続を作成するために、他のピアに対して識別する証明書が各ピアにある（デフォルト）。TLS を適用す
る場合、その証明書は有効であり、すべてのピアで信頼されている認証局によって発行されている必要もあります。

NDS 設定が行われている


TelePresence Conductor のピアが使用する DNS サーバは、Cisco TMS とすべての TelePresence Conductor のピア アド
レスの前方参照と逆引き参照の両方をサポートしている必要があります。
注：DNS サーバ設定は複製されないため、各ピアで DNS サーバ アドレスを設定する必要があります。



DNS SRV レコードはクラスタの各ピアの A または AAAA レコードを含むクラスタで使用できる。
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次の手順
クラスタを作成するには、最初にプライマリ ピアを設定してから、その他のピアをクラスタに一度に追加します。
クラスタをセットアップする前に TelePresence Conductor データをバックアップすることを推奨します。
クラスタについて（122 ページ）のリストに示されている設定については、関連するクラスタリング導入ガイドを参照してください。

クラスタの管理
[Clustering] ページ（[System] > [Clustering]）には、この TelePresence Conductor が属するクラスタ内のすべてのピアの IP アドレス
のリストが表示され、プライマリ設定ピアが識別されます。
クラスタ構成


すべてのピアで同じ [TLS verification mode] を使用する必要があります。セキュリティを強化するには、[Enforce] を選択します
が、ピアは信頼できる CA に対して互いの証明書を検証できる必要があることに注意してください。

クラスタのその他の設定
設定変更はプライマリ TelePresence Conductor のみで行う必要があります。
注意：すべてのピアが稼動し、クラスタが安定するまではクラスタ全体の設定を調整しないでください。いずれかのピアがアップグレード中
または再起動中である、あるいはサービスを使用できない状態でクラスタ設定の変更を行った場合、クラスタ データベースの複製により悪
影響が及ぶ恐れがあります。
他のピアに対する変更がクラスタ全体に反映されることはなく、次にプライマリの設定がピア全体に複製された場合に上書きされます。この
唯一の例外は、クラスタ化システムのピア固有の項目（125 ページ）にあります。
クラスタ内のすべてのピアに変更で更新されるまで、最大 1 分待つ必要があります。

クラスタに対するピアの追加と削除
クラスタをセットアップした後は、新しいピアをクラスタに追加したり、クラスタからピアを削除したりできます。
次の点に注意してください。


ピアとして設定されるシステムを、互いにネイバーとして設定することはできません。



ピアがさまざまな LAN に導入されている場合、ピア間の遅延の程度が低くなるようにする（最大遅延は、1 方向で 15 ms、ラウン
ド トリップで 30ms）ためにネットワーク間の接続性が十分である必要があります。



クラスタ ピアは個別のサブネットに配置することができます。



同じ LAN にクラスタ内のすべてのピアを導入すると、ローカル ドメイン名やローカル ドメイン サブネット マスクなど、同じルーティ
ング情報を使用して設定できます。

クラスタのステータスのモニタリング
[Clustering] ページの下部にあるステータスのセクションには、クラスタの現在のステータスと前回および次回の同期の時刻が表示さ
れます。
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クラスタ化システムのピア固有の項目
設定のほとんどの項目は、プライマリ ピアを介してクラスタ内のすべてのピアに適用されます。ただし、次の項目（Web インターフェイスで、
† でマークされている）は各クラスタ ピアで個別に指定する必要があります。
注：プライマリ ピア以外のすべてのピアに適用された設定データは変更しないでください。変更してもマスターから上書きされるか、プライマ
リの複製に失敗する場合があります。
クラスタ構成（[システム（System）] > [クラスタリング（Clustering）]）
クラスタを構成する [Peer N addresses] リスト（ピアそれ自体の IP アドレスを含む）は各ピアで指定される必要があり、各ピアで一致する
必要があります。
各ピアに [Cluster name]、[Configuration primary]、[Cluster IP version] および [TLS verification mode] を指定し、すべてのピアでこ
れらの項目が一致する必要があります。
イーサネット速度（[System] > [Network interfaces] > [Ethernet]）
イーサネット速度は、各ピアに固有です。各ピアでは、イーサネット スイッチに接続するために多尐異なる要件がある場合があります。
IP 設定（[System] > [Network interfaces] > [IP]）
LAN の設定は、各ピアで固有です。


各ピアには個別の IPv4 アドレスが必要です。



IP ゲートウェイの設定はピアに固有です。各ピアで異なるゲートウェイを使用できます。

各ピアが同じプロトコルをサポートする必要があるので、IP プロトコルがすべてのピアに適用されることに注意してください。
システム名（[System] > [Administration]）
システム名はクラスタの各ピアで異なる必要があります。
DNS サーバと DNS ホスト名（[System] > [DNS]）
DNS サーバは、各ピアに固有です。各ピアで異なる DNS サーバのセットを使用できます。
システムのホスト名とドメイン名は各ピアに固有です。
NTP サーバとタイム ゾーン（[System] > [Time]）
NTP サーバは各ピアに固有です。各ピアは、1 つ以上の異なる NTP サーバを使用できます。
タイム ゾーンは各ピアに固有です。各ピアで異なる現地時間を設定できます。
SNMP（[System] > [SNMP]）
SNMP 設定は、各ピアに固有です。また、各ピアで異なることができます。
ロギング（[Maintenance] > [Logging]）
各ピアのイベント ログおよびコンフィグレーション ログは、特定の TelePresence Conductor のアクティビティのみを報告します。ログ レ
ベルとリモート Syslog サーバのリストは、各ピアに固有です。すべてのピアのログを送信できるリモート syslog サーバを設定することを
推奨します。これにより、クラスタ内のすべてのピア間でアクティビティの全体像を把握できます。詳細については、「ロギング」の項を参照し
てください。
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セキュリティ証明書（[Maintenance] > [Security certificates]）
TelePresence Conductor が使用する信頼できる CA 証明書とサーバ証明書および証明書失効リスト（CRL）は、ピアごとに個別にアップ
ロードする必要があります。
管理アクセス（[System] > [Administration]）
次のシステム管理アクセス設定は各ピアに固有です。


シリアル ポート/コンソール



SSH サービス



Web インターフェイス（HTTPS 経由）



HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクト



自動保護サービス

オプション キー（[Maintenance] > [Option keys]）
機能を制御するオプション キーは、適用されるピアに固有です。ライセンスを制御するオプション キーは、クラスタ全体で使用するように
プールされています。
ライセンス オプション キーは、クラスタ内の 1 つ以上のピアに適用できます。インストール済みライセンスの合計がクラスタ全体で使用でき
ます。ライセンス プーリング動作には次のオプション キーが含まれます。


SMP



PMP

クラスタのアップグレード、バアクアップ、および復元
クラスタのアップグレード
次の『TelePresence Conductor Configuration Guides』でお使いのバージョンの『Cisco TelePresence Conductor Deployment
Guide』を参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/productsinstallation-and-configuration-guides-list.html
注：以前のバージョンから XC4.3 以降にアップグレードする場合、XC4.3 では IPSec ではなくピア間の TLS 接続を使用するようにクラス
タリング コミュニケーションが変わりました。アップグレード後に TLS 検証は実行されません（デフォルト）。TLS 検証の実行を促すアラーム
が表示されます。
クラスタのバックアップ
バックアップと復元のプロセスはクラスタ設定情報の保存と復元に使用できます。
バックアップ プロセスで、バックアップを行うために使用する TelePresence Conductor にかかわらず、クラスタのすべての設定情報が保
存されます。
注意：Cisco TelePresence Conductor システムの VMware スナップショットは取らないでください。このプロセスはデータベース タイミ
ングに干渉し、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。
クラスタの復元
クラスタの一部である TelePresence Conductor にはデータを復元できません。
以前にバックアップされているクラスタ設定データを復元するには、次のプロセスに従う必要があります。
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1.

スタンドアロン TelePresence Conductor になるように、クラスタから TelePresence Conductor ピアを削除します。

2.

スタンドアロン TelePresence Conductor に設定データを復元します。

3.

復元されたデータがある TelePresence Conductor を使用して新しいクラスタを構築します。

4.

他のピアそれぞれを以前のクラスタから取得し、それらを新しいクラスタに追加します。クラスタ ピアの追加および削除の詳細につ
いては、「クラスタの設定」（123 ページ）を参照してください。

クラスタ レプリケーションの問題のトラブルシューティング
クラスタの複製は、さまざまな理由で失敗する可能性があります。ここでは、最も一般的な問題とそれらの解決方法について説明します。詳
細の参照先は次のとおりです。
次の『TelePresence Conductor Configuration Guides』でお使いのバージョンの『Cisco TelePresence Conductor Deployment
Guide』を参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/productsinstallation-and-configuration-guides-list.html
一部のピアに別のプライマリ ピアが定義されている
1.

クラスタ内の各ピアを確認するには、[System] > [Clustering] ページに移動します。

2.

各ピアで同じ [Configuration primary] を指定していることを確認します。

クラスタ設定のプライマリ ピアに到達できない
次を含むさまざまな理由で、プライマリ ピアとして動作している TelePresence Conductor に到達できません。


ネットワーク アクセスの問題



TelePresence Conductor ユニットの電源が切れる



アドレスの誤設定



[TLS verification mode] は [Enforce] に設定されているが、一部のピアに無効または失効した証明書がある



ピアにバージョンが異なるソフトウェアがある



クラスタ内の DNS 設定が正しくない

ここでは、[Maintenance] メニューでアクセスできる TelePresence Conductor のメンテナンス タスクを実行する方法について説明します。
ソフトウェア コンポーネントのアップグレード ....................................................................................... 128
ロギングの設定 ............................................................................................................................. 132
オプション キーとリリース キーの追加 ............................................................................................... 133
[Tools] メニューについて ................................................................................................................ 134
信頼できる CA 証明書の管理 ......................................................................................................... 138
TelePresence Conductor のサーバ証明書の管理........................................................................... 139
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データのバックアップと復元 ............................................................................................................. 140
診断ログの設定 ............................................................................................................................ 143
システム スナップショットの作成 ....................................................................................................... 144
インシデント レポート ...................................................................................................................... 145
使用状況レポート .......................................................................................................................... 147
フィードバック受信者の表示または削除 ............................................................................................ 151
再起動、リブート、およびシャットダウン ............................................................................................. 151
開発者リソース .............................................................................................................................. 152

ソフトウェア コンポーネントのアップグレード
既存のハードウェアに TelePresence Conductor ソフトウェアの新しいリリースをインストールできます。ソフトウェア アップグレードは次
の 2 つの方法で実行できます。


Web インターフェイスの使用（推奨されるプロセス）。



セキュア コピーの使用。

このガイドでは、アップグレードを実行するために両方の方式がどのように使用されるかを説明します。
注：ソフトウェアをアップグレードする前に、「アップグレードする前に」（128 ページ）をお読みください。
TelePresence Conductors のクラスタ内のピアのアップグレードについては、「クラスタのアップグレード」を参照してください。

アップグレードする前に
パフォーマンスの低下を防ぐため、システムが非アクティブのときに、TelePresence Conductor をアップグレードすることを推奨します。
クラスタ内のピアのアップグレードの詳細については、以下の関連導入ガイドを参照してください。


Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco Unified CM Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide

前提条件
アップグレードの前提条件は、次のとおりです。


TelePresence Conductor のメジャー リリースにアップグレードする場合（たとえば XC3.0 から XC4.3.2）、有効なリリース キー。
以下の場合、リリース キーは不要です。


ドット リリース（たとえば XC2.3 から XC2.4）



リリース キーを使用せずに制限された容量で（TelePresence Conductor Essentials として）実行しているシステム

注：メジャー リリースにアップグレードするときに有効なリリース キーを指定しないと、システムは TelePresence Conductor
Essentials として実行され、容量は制限されます。
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クライアント コンピュータからローカルにアクセスできる場所に保存されている、アップグレードするコンポーネントのソフトウェア イ
メージ ファイル。



アップグレード対象のソフトウェア バージョンのリリース ノート（追加の手動手順が必要な場合があります）。

リリース キーのインストールとソフトウェアのアクティブ化
フル バージョンのアップグレードまたはダウングレードの場合、現在のサービス契約が必要です。ソフトウェア アップグレード ライセンスに
登録し、次の手順を使用してソフトウェアをアクティブ化します。


バージョン アップグレードに登録：http://www.cisco.com/go/license



リリース キーを含むアクティベーション キーの電子メールを受信します（バージョン固有）



正しいソフトウェア バージョンのダウンロード：http://www.cisco.com/go/support



スタンドアロン Conductor または Conductor のクラスタをアップグレードする手順に従って、ソフトウェアをインストールします。



アクティベーション キーの電子メールから取得したリリース キーをインストールします。

アップグレードする前のバックアップ
アップグレードの前に、システム設定をバックアップするか、またはシステム スナップショットを作成する（TelePresence Conductor VM の
場合）ことを推奨します。
バックアップは、[Backup and restore] ページ（[Maintenance] > [Backup and restore]）で作成できます。
スナップショットは、[System snapshot] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [System snapshot]）で作成できます。これは、アップ
グレード中に問題が発生してソフトウェア バージョンをロールバックする必要がある場合に役立ちます。

インストールとリブート
TelePresence Conductor ソフトウェアのアップグレードは 2 段階プロセスです。
まず、新しいソフトウェア イメージが TelePresence Conductor にアップロードされます。同時に、アップグレード後に復元できるように、シ
ステムの現在の設定は維持されます。この最初の段階では、システムは既存のソフトウェア バージョンで稼働しており、通常のシステム プ
ロセスはすべて継続されます。
アップグレードの第 2 段階では、システムをリブートする必要があります。TelePresence Conductor が新しいソフトウェア バージョンのイ
ンストールおよび以前の設定の復元を行うのはリブート時のみです。
注：コールが TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェントを通過する場合、リブートするとアクティブなコールはす
べて終了されます。TelePresence Conductor が Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用している場合、リブートして
も既存の会議に影響せず、会議はそのまま進行します。ただし、TelePresence Conductor がクラスタに含まれていない場合は、システム
のリブート中は、ユーザは新しい会議を作成することも、既存の会議に参加または再参加することもできません。
つまり、この 2 段階プロセスは、ユーザはいつでも新しいソフトウェアをアップロードでき、その後、都合の良いときまで待ってから、システム
をリブートすることにより新しいバージョンをインストールします。
アップグレード プロセスの開始とリブートの間に行われた設定変更は、新しいソフトウェア バージョンを使用したシステム再起動時に失わ
れます。
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Web インターフェイスを使用したアップグレード
TelePresence Conductor ソフトウェアの新しいバージョンをインストールするには、[Upgrade] ページ（[Maintenance] > [Upgrade]）を
使用します。
（注）


アップグレードする前に、システム設定をバックアップする必要があります。[System backup] をクリックし、[Backup and
restore] ページに移動します。



アップグレード プロセス、前提条件、およびシステムのバックアップ方法の詳細については、「アップグレードする前に」（128 ペー
ジ）を参照してください。



システム アップグレードでは、プロセスを完了するためにシステム リブートが必要です。
注：コールが TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェントを通過する場合、リブートするとアクティブなコールは
すべて終了されます。TelePresence Conductor が Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用している場合、リブー
トしても既存の会議に影響せず、会議はそのまま進行します。ただし、TelePresence Conductor がクラスタに含まれていない場合は、
システムのリブート中は、ユーザは新しい会議を作成することも、既存の会議に参加または再参加することもできません。



クラスタ内のピアのアップグレードについては、「クラスタのアップグレード」を参照してください。

Web インターフェイスを使用してアップグレードするには、次の手順を実行します。
1.

関連するリリース ノートで、ソフトウェア イメージ ファイルのインストール前、またはインストール後に行う必要がある特殊な手順が
あるかどうかを確認します。

2.

[Maintenance ] > [Upgrade] に移動します。

3.

[Browse] をクリックし、アップグレード対象のソフトウェア バージョンのソフトウェア イメージ ファイルを選択します。

4.

必要に応じて、リリース キーを入力します。

5.

[Upgrade]をクリックします。
TelePresence Conductor がファイルのロードを開始します。これには数分かかる可能性があります。

6.

[Upgrade confirmation] ページが表示されたら、予期された新しいソフトウェア バージョンとリリース キーが表示されていることを
確認します。

7.

[Upgrade confirmation] ページに表示されている [MD5 hash] および [SHA1 hash]（使用可能な場合）の値が、ソフトウェア イ
メージ ファイルをダウンロードした cisco.com ページに表示されていた値に一致することを確認します。

8.

[Continue with upgrade] をクリックします。
[System upgrade] ページが開き、ソフトウェアのインストール中は経過表示バーが表示されます。

9.

ソフトウェアがアップロードされると、ページに次のように表示されます。
Software successfully upgraded
The system needs to be rebooted for the new software to take effect.

10.

[Reboot system] をクリックします。
アップグレード プロセスの開始とリブートの間に設定変更を行った場合、それらの変更はシステム再起動時に失われます。
リブートが完了すると [Login] ページが表示されます。

11.

TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用して会議をプロビジョニングしている場合（たとえば、Cisco TMSPE を
使用）、追加の設定手順が必要な可能性があります。詳細については、「アップグレードした後で」を参照してください。

これでアップグレードは完了しました。[Overview] ページと [Upgrade] ページに、アップグレードされたソフトウェア コンポーネントのバー
ジョン番号が表示されます。
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セキュア コピー（SCP/PSCP）を使用したアップグレード
SCP や PSCP（無償の Telnet/SSH パッケージである PuTTY の一部）などのセキュア コピー プログラムを使用してアップグレードするに
は、次の 2 つのファイルを TelePresence Conductor に転送する必要があります。


16 文字のリリース キーのみが含まれているテキスト ファイル。このファイルに無関係な空白が含まれていないことを確認してください。



ソフトウェア イメージが含まれているファイル。

これらのファイルを転送するには、次の手順を実行します。
1.

SCP/PSCP を使用してリリース キー ファイルをシステムの /tmp/ フォルダにアップロードします。ターゲット名は release-key と
する必要があり、たとえば、
scp release-key root@10.0.0.1:/tmp/release-key のようになります。

2.

プロンプトが表示されたら、root パスワードを入力します。

3.

注：リリース キー ファイルは、イメージ ファイルの前にアップロードする必要があります。
SCP/PSCP を使用してソフトウェア イメージをシステムの /tmp フォルダにアップロードします。ターゲット名は /tmp/tandbergimage.tar.gz にする必要があります。例：scp s42800xc2_3_0.tar.gz root@10.0.0.1:/tmp/tandberg-image.tar.gz

4.

プロンプトが表示されたら、root パスワードを入力します。
ソフトウェアのインストールが自動的に開始されます。ソフトウェアのインストールが完了するまで待ちます。これには 5 分以上かか
ることはありません。

5.

TelePresence Conductor にログインし、システムをリブートします。約 5 分後に、TelePresence Conductor を使用する準備が
できます。

6.

TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用して会議をプロビジョニングしている場合（たとえば、Cisco TMSPE を
使用）、追加の設定手順が必要な可能性があります。詳細については、「アップグレードした後で」を参照してください。

注：リブートする前に他の設定変更も加えた場合、それらの変更はシステムの再起動時に失われます。そのため、システムをただちにリ
ブートすることを推奨します。

アップグレードした後で
TelePresence Conductor のプロビジョニング API が使用されている場合のオプションの設定手順
XC4.3.2 にアップグレードした後で、TelePresence Conductor でプロビジョニングされている既存の会議を再プロビジョニングすることを
推奨します。
Cisco TMSPE バージョン 1.2 以降を使用して CMR（Collaboration Meeting Rooms）をプロビジョニングするために TelePresence
Conductor のプロビジョニング API を使用した場合、次の手順に従うことを推奨します。
1.

Cisco TMS で、[Systems] > [Provisioning] > [Users] に移動します。

2.

[TelePresence Conductor Settings] をクリックします。

3.

[Purge CMRs on TelePresence Conductor] のアイコンをクリックします（ツールチップ記述についてはアイコンにカーソルを合
わせます）。

4.

[Purge CMRs] をクリックします。

5.

[TelePresence Conductor Settings] ウィンドウを閉じます。

6.

[Regenerate CMRs] をクリックします（このオプションがグレー表示になっている場合は、ページを更新します）
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ロギングの設定
TelePresence Conductor は、トラブルシューティングおよび監査を目的として syslog 機能を提供します。
TelePresence Conductor のロギング オプションは [Logging] ページ（[Maintenance] > [Logging]）で設定され、そこで以下を行うこと
ができます。


1 つ以上のリモート syslog サーバ アドレスを定義する



各リモート syslog サーバに送信されるイベントを重大度でフィルタリングする

リモート syslog サーバへのログの公開
syslog は、複数のシステムからのログ メッセージを 1 つの場所に集約するための便利な方法です。これは、クラスタ内のピアの場合に特
に推奨します。


最大で 4 つのリモート syslog サーバにログ メッセージを公開するように TelePresence Conductor を設定できます。



syslog サーバは、以下のいずれかの標準プロトコルをサポートしている必要があります。


BSD（RFC 3164 で定義）



IETF（RFC 5424 での定義のとおり）

リモート syslog サーバの設定
1.

[Maintenance] > [Logging] に移動し、このシステムがログ メッセージを送信するリモート syslog サーバの IP アドレスまたは完
全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

2.

サーバ アドレスごとに、[Mode] フィールドで syslog プロトコルを指定します。
[Custom] を選択すると、[Transport]、[Port]、および [Format] を指定できます。

3.

サーバごとに、[Log level] コントロールを使用して、どの程度の詳細を送信するかを選択します。
TelePresence Conductor は,選択した重大度のメッセージとより重大なメッセージをすべて送信します。

4.

[Save] をクリックします。

どのモードを使用すべきか?
TelePresence Conductor の syslog 機能の [Mode] オプションは、発信 syslog メッセージのいくつかのパラメータを設定します。次の
表は、ご使用のロギング サーバとネットワーク設定に最適なモードを選択する際に役立ちます。[Custom] を使用すると、使用されるトラン
スポート、ポート、およびメッセージ形式を最も詳細に制御でき、syslog サーバ証明書の失効チェックを行う場合は [Custom] を使用する
必要があります。
表 3 syslog モードのオプション
ユーザ インターフェイスでの Transport protocol
オプション
Legacy BSD format
UDP

ポート番号

メッセージ形式

514

BSD 形式。RFC 3164 を参照してくだ
さい。
IETF 形式。RFC 5424 を参照してくだ
さい。
IETF 形式。RFC 5424 を参照してくだ
さい。
[Legacy BSD format] または [IETF
syslog format] を選択

IETF syslog format

UDP

514

IETF syslog using
TLS connection
Custom

TLS

6514

[UDP]、[TCP]、または [TLS] 設定可能。（UDP）514 または
を選択します。
（TCP）6514 を推奨します
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注：


UDP プロトコルはステートレスです。ご使用の環境で syslog メッセージの信頼性が非常に重要である場合は、別のトランスポート
プロトコルを使用する必要があります。



TelePresence Conductor と syslog サーバの間にファイアウォールがある場合は、メッセージが通過できるように適切なポートを
開く必要があります。



TLS トランスポートを選択する場合、TelePresence Conductor は syslog サーバの証明書を信頼する必要があります。必要に
応じて、syslog サーバの CA 証明書をローカル信頼ストアにアップロードします。



CRL チェックはデフォルトでは無効になっています。CRL チェックを有効にするには、[Custom] モードを使用し、[CRL check] を
[On] に設定し、関連する証明書失効リスト（CRL）がロードされていることを確認する必要があります。



リモート サーバが別の TelePresence Conductor であることはできません。



TelePresence Conductor はリモートロギングのために次の機能を使用します。（ローカル）機能にマッピングするソフトウェア コン
ポーネント/ログが強調表示されます。


0（kern）



3（daemon）



16（local0）管理者



17（local1）Config



19（local3）Apache エラー



20（local4）etc/opt/apache2



21（local5）開発者



22（local6）ネットワーク

オプション キーとリリース キーの追加
[Option keys] ページ（[Maintenance] > [Option keys]）には以下の機能があります。


TelePresence Conductor に現在インストールされている既存のオプションをすべてリストし、ユーザが新しいオプションを追加で
きるようにします。



TelePresence Conductor のシリアル番号を表示します。



現在インストールされているこのソフトウェア バージョンのリリース キーを表示し、ユーザが新しいリリース キーを入力できるように
します。



すべての TelePresence Server で Multiparty ライセンスを設定するかどうかをユーザが選択できるようにします。

Web インターフェイスを使用したオプション キーの追加
オプションは、TelePresence Conductor に機能を追加するために使用されます。オプション キーが有効であるのは、一定期間、または
期間無制限のいずれかです。
1.

[Add option key] フィールドの [Software option] に、追加するオプション用に提供されたキーを入力します。

2.

[Add option] をクリックします。

一部のオプション キーでは、オプション キーを有効にするために TelePresence Conductor を再起動する必要があります。このような場
合はアラームが発生し、システムが再起動されるまではリマインダとして有効です。
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Multiparty ライセンスの有効化
[Multiparty Licensing] で、Multiparty ライセンスを使用するかどうかを選択できます。[Multiparty licensing for TelePresence
Servers] が有効になっている場合は、TelePresence Conductor がすべての TelePresence Server のライセンスを管理します。無効に
なっている場合は、TelePresence Server は自身のライセンスを管理する必要があります。[Multiparty licensing for TelePresence
Servers] のデフォルトは [Disabled] です。
[Multiparty licensing for TelePresence Servers] 設定を変更すると、現在のすべてのコールが終了します。したがって、発生中のコー
ルがない期間中にこの設定を変更することを強く推奨します。
注：Multiparty ライセンスを使用するには、TelePresence Conductor（または TelePresence Conductor のクラスタ）に Multiparty ライ
センスがインストールされている必要があります。

[Tools] メニューについて
[Tools] メニューには、システムのトラブルシューティングを支援できる多数の機能が含まれています。


[Check pattern] では、TelePresence Conductor の会議エイリアスまたは自動ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規
表現が、予期した結果をもたらすかどうかを確認できます。



[Check dial plan] では、特定のエイリアスが TelePresence Conductor で受信されたときに何が発生するかを確認できます。



[Ping] では、特定のホスト システムに TelePresence Conductor から接続できるかどうか、およびそのホストに到達できるように
ネットワークが正しく設定されているかどうかを確認できます。



[Traceroute] では、TelePresence Conductor から特定の宛先ホスト システムに送信されたネットワーク パケットで採択された
ルートの詳細を検出できます。



[Tracepath] では、TelePresence Conductor から特定の宛先ホスト システムに送信されたネットワーク パケットで採択されたパ
スを検出できます。



[DNS Lookup]（137 ページ）では、どのドメイン ネーム サーバ（DNS サーバ）が特定のホスト名の要求に応答しているかを確認
できます。

Check Pattern
[Check pattern] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Check pattern]）では、TelePresence Conductor の会議エイリアスまたは自動
ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規表現が、予期した結果をもたらすかどうかを確認できます。
注：Web インターフェイスで設定された着信エイリアスと会議名のみで、正規表現照合が使用されます。プロビジョニング API で設定され
た着信エイリアスと会議名は完全一致を使用して照合され、正規表現は使用されません。
正規表現の詳細については、「正規表現リファレンス」（168 ページ）を参照してください。
このツールを使用する場合、各フィールドに入力する内容は、以下のように、確認している正規表現の使用対象によって異なります。
フィールド

入力
確認対象の文字列。

会議エイリアスを確認する...
TelePresence Conductor が受信
するエイリアスを入力します。
Regular expression [Pattern] を比較する対象の正規表現。 設定された文字列を [Incoming
alias] フィールドに入力します。
一致が見つかった場合にどのように
設定された文字列を [Conference
Replacement
[Pattern] を変更するかを定義する、
name] フィールドに入力します。
正規表現置換文字列。
Pattern
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自動ダイヤル参加者を確認する...
この自動ダイヤル参加者を追加する
会議の名前を入力します。
設定された文字列を [Conference
name match] フィールドに入力します。
設定された文字列を [Address]
フィールドに入力します。
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フィールドに入力したら、[Check pattern] をクリックします。正規表現の結果は次のように表示されます。
Match result
Replacement
result

成功した一致があったかどうかを示す状態。
 会議エイリアスを確認している場合、これは結果として生成された会議名になります。


自動ダイヤル参加者を確認している場合、これは TelePresence Conductor によってダイヤルされるアドレ
スになります。

Check Dial Plan
[Check dial plan] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Check dial plan]）では、特定のエイリアスが TelePresence Conductor で受
信されたときに何が発生するかを確認できます。Web インターフェイスで設定されたいずれかの会議エイリアス、またはプロビジョニング
API で設定された Collaboration Meeting Rooms（CMR）に関連付けられたいずれかのエイリアスに、着信エイリアスが一致するかどう
かを確認します。一致が見つかると、結果にはその会議に関連する情報が表示されます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Alias to check] フィールドに、確認するダイヤル文字列を、TelePresence Conductor によって受信されるとおりに正確に入力
します。

2.

[Check dial plan] をクリックします。

新しいセクションが表示され、確認の結果が示されます。結果は、ダイヤル文字列が正規表現会議エイリアス、またはプロビジョニングされ
た CMR エイリアスのどちらに一致するかに応じて、尐し異なります。一致が見つからなかった結果の状態。成功した一致があった場合は、
結果リストに以下のフィールドがリストされます。
[Alias to check] フィールドに入力されたエイリアス文字列。
Alias checked
Successfully matched （正規表現会議エイリアスのみに適用）
conference alias
確認対象のエイリアスに一致した正規表現会議エイリアスの名前。この会議エイリアスの設定は、コールの処理
name
方法を決定するために TelePresence Conductor で使用されます。
Successfully matched （プロビジョニングされた CMR エイリアスのみに適用）
CMR alias
プロビジョニング API で定義された、確認対象のエイリアスが一致したエイリアス文字列。対応する CMR または
ConfBundle の設定は、コールの処理方法を決定するために TelePresence Conductor で使用されます。
CMR エイリアスが [Alias to check] フィールドに入力したエイリアスと異なっている場合があります。この場合、
SIP ドメインのトランスフォームが発生しました。

正規表現一致エイリアスまたはプロビジョニングされた直接一致エイリアスのいずれか。
Alias type
Resulting conference このエイリアスがダイヤルされたときに会議ブリッジに作成される会議の名前。
name
このエイリアスを使用して会議にダイヤルする発信者に割り当てられるロール。ロールは次のいずれかです。
Role


[Participant]：TelePresence Conductor Web インターフェイスで設定された会議タイプの会議の場合



[Host]：プロビジョニングされた会議、または TelePresence Conductor Web インターフェイスで設定さ
れたレクチャー タイプの会議の場合



[Guest]：プロビジョニングされた会議、または TelePresence Conductor Web インターフェイスで設定さ
れたレクチャー タイプの会議の場合

Incoming alias regular （正規表現会議エイリアスのみに適用）
expression
一致する会議エイリアスの [Incoming alias] フィールドで設定された正規表現。
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Conference name
replacement string

（正規表現会議エイリアスのみに適用）

Alias can create
conference

正規表現会議エイリアスの場合、これは [Allow conference to be created] フィールドに設定されている値です。

一致する会議エイリアスの [Conference name] フィールドで設定された置換文字列。

プロビジョニングされた会議の場合、これは Alias オブジェクトの allow_conference_creation 属性に設定さ
れている値です。
値は [True] または [False] です。値が [True] である場合、このエイリアスにダイヤルする最初の参加者が会議
を作成します。値が [False] である場合、会議は、API コール factory.conferencecreate、または同じ会議に
一致していて値 [True] を持っている 2 番目のエイリアスで作成する必要があります。

All aliases associated （プロビジョニングされた CMR エイリアスのみに適用）
with the same CMR
返されたエイリアスが関連付けられている CMR に関連付けられているすべてのエイリアスのリスト。

ping
[Ping] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [Ping]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティングに役立て
ることができます。
特定のホスト システムに接続できるかどうか、およびそのホストに到達できるようにネットワークが正しく設定されているかどうかを確認でき
ます。TelePresence Conductor から宛先ホスト システムへのメッセージの送信にかかった時間の詳細が報告されます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Host] フィールドに、接続を試みるホスト システムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

2.

[Ping] をクリックします。

新しいセクションが表示され、接続試行の結果が示されます。成功すると、次の情報が表示されます。
ホスト
Response time (ms)

クエリされたホスト システムにより返されたホスト名と IP アドレス。
TelePresence Conductor からホスト システムへの要求の送信と応答にかかった時間（ms 単位）。

traceroute
[Traceroute] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [Traceroute]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティ
ングに役立てることができます。
TelePresence Conductor から特定の宛先ホスト システムに送信されたネットワーク パケットで採択されたルートを検出できます。パス上
の各ノードの詳細、および各ノードが要求に応答するためにかかった時間が報告されます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Host] フィールドに、パスをトレースするホスト システムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

2.

[Traceroute] をクリックします。

トレースの結果を示すバナーがある新しいセクションが表示され、次のようなパス内の各ノードの詳細が示されます。
（存続時間）。これは、ノードの連番を示す、要求のホップ カウントです。
TTL
Response これは、ノードの IP アドレス、および TelePresence Conductor. から受信した各パケットに応答するためにかかった時間
（ms 単位）を示しています。
*** は、ノードが要求に応答しなかったことを示しています。

TelePresence Conductor と特定のホストの間で採択されるルートは、各 traceroute 要求で異なる可能性があります。
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Tracepath
[Tracepath] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [Tracepath]）を使用して、システムの問題のトラブルシューティング
に役立てることができます。
TelePresence Conductor から特定の宛先ホスト システムに送信されたネットワーク パケットで採択されたルートを検出できます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Host] フィールドに、ルートをトレースするホスト システムの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

2.

[Tracepath] をクリックします。

トレースの結果を示すバナーがある新しいセクションが表示され、パス上の各ノードの詳細、および各ノードが要求に応答するためにかかっ
た時間、および最大伝送ユニット（MTU）が示されます。
TelePresence Conductor と特定のホストの間で採択されるルートは、各 tracepath 要求で異なる可能性があります。

DNS Lookup
[DNS lookup] ツール（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [DNS lookup]）を使用して、システムの問題のトラブルシュー
ティングに役立てることができます。
指定したホスト名を DNS にクエリし、ルックアップが成功した場合は結果が表示されます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

2.

[Host] フィールドに、次のいずれかを入力します。


クエリするホストの名前



逆 DNS ルックアップを実行する場合は、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス

[Query type] フィールドで、検索するレコードのタイプを選択します。
（逆ルックアップの場合は [Query type] は無視され、自動的に PTR レコードが検索されます）

オプション
すべて
A (IPv4 address)
AAAA (IPv6 address)
SRV（SIP サーバおよび H.323 サーバ）
NAPTR (Name authority pointer)

3.

検索対象
任意のタイプのレコード
ホスト名をホストの IPv4 アドレスにマッピングするレコード
ホスト名をホストの IPv6 アドレスにマッピングするレコード
SRV レコード（H.323 サーバまたは SIP サーバのいずれかに固有のレコードを含む。以下を参照）
ドメイン名を（たとえば URI や他のドメイン名に）上書きするレコード

[Lookup] をクリックします。

選択した各クエリ タイプに対して個別の DNS クエリが実行されます。DNS に送信されるクエリに含まれるドメインは、指定されたホストが
完全修飾名であるかどうかによって異なります（完全修飾ホスト名には尐なくとも 1 つの「ドット」が含まれています）。


指定されたホストが完全修飾名である場合：


DNS は、ホストについて最初にクエリされます。



ホストのルックアップが失敗すると、Host.<system_domain> に対する追加のクエリが実行されます（<system_domain>
は [DNS] ページで設定されているドメイン名）。
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指定されたホストが完全修飾名でない場合：


DNS は、Host.<system_domain> について最初にクエリされます。



Host.<system_domain> のルックアップが失敗すると、ホストに対する追加のクエリが実行されます。

SRV レコード タイプのルックアップの場合、複数の DNS クエリが実行されます。以下の _service._protocol の組み合わせごとに SRV
クエリが実行されます。


_h323ls._udp.<domain>



_h323rs._udp.<domain>



_h323cs._tcp.<domain>



_sips._tcp.<domain>



_sip._tcp.<domain>



_sip._udp.<domain>

それぞれの場合、その他すべてのクエリ タイプについて、ホストまたは Host.<system_domain> の <domain> に対して 1 つまたは 2
つのクエリが実行されます。
結果
新しいセクションが表示され、すべてのクエリ結果が示されます。成功すると、次の情報が表示されます。
クエリーのタイプ
名前
TTL
クラス
タイプ
応答

TelePresence Conductor が送信したクエリのタイプ。
クエリに対する応答に含まれているホスト名。
このクエリの結果が TelePresence Conductor によってキャッシュされる期間（秒単位）。
[IN]（インターネット）は、応答がインターネット ホスト名、サーバ、または IP アドレスを含む DNS レコードであったこと
を示しています。
クエリに対する応答に含まれているレコード タイプ。
この [Name] および [Type] のクエリに対する応答として受信したレコードの内容。

信頼できる CA 証明書の管理
[Trusted CA certificate] ページ（[Maintenance] > [Security certificates] > [Trusted CA certificate]）では、この TelePresence
Conductor で信頼される認証局（CA）の証明書のリストを管理できます。TelePresence Conductor への TLS 接続で証明書検証が必
須の場合、TelePresence Conductor に示される証明書はこのリスト内の信頼できる CA によって署名され、ルート CA への完全な信頼
チェーン（中間 CA）が存在する必要があります。


1 つまたは複数の CA 証明書を含む新しいファイルをアップロードするには、必須の PEM ファイルを参照するために [Browse] を
クリックし、[Append CA certificate] をクリックします。これにより、新しい証明書が CA 証明書の既存リストに加えられます。特定
の発行者およびサブジェクトの既存の証明書を交換する場合は、手動で以前の証明書を削除する必要があります。



現在アップロードされたすべての CA 証明書をシステムの信頼できる CA 証明書の元のリストと交換するには、[Reset to default
CA certificate] をクリックします。



現在アップロードされている信頼できる CA 証明書のリスト全体を表示する場合、人間可読形式で表示するには [Show all
(decoded)] をクリック、または RAW 形式でファイルを表示するには [Show all (PEM file)] をクリックします。



個別の信頼できる CA 証明書を表示するには、特定の CA 証明書の行で [View (decoded)] をクリックします。



1 つ以上の CA 証明書を削除するには、該当する CA 証明書の隣にあるボックスにチェックを入れて、[Delete] をクリックします。
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TelePresence Conductor のサーバ証明書の管理
TelePresence Conductor のサーバ証明書を管理するために、[Server certificate] ページ（[Maintenance] > [Security certificates] >
[Server certificate]）が使用されます。この証明書は、TLS 暗号化および HTTPS を介した Web ブラウザを使用してクライアント システムと
通信するときに TelePresence Conductor を識別するために使用されます。次の作業を実行できます。


現在ロードされている証明書に関する詳細の表示



証明書署名要求の生成



新しいサーバ証明書のアップロード
注：RSA キーに基づく証明書を使用することを強く推奨します。DSA キーに基づいた証明書など、その他のタイプの証明書はテス
トされておらず、すべてのシナリオにおいて TelePresence Conductor で動作しない可能性があります。

現在アップロードされている証明書の表示
[Server certificate data] セクションに、現在 TelePresence Conductor にロードされているサーバ証明書に関する情報が表示されます。


現在アップロードされているサーバ証明書を表示する場合、人間可読形式で表示するには [Show (decoded)] をクリック、または
RAW 形式でファイルを表示するには [Show (PEM file)] をクリックします。



現在アップロードされているサーバ証明書を TelePresence Conductor の元の証明書で置き換えるには、[Reset to default
server certificate] をクリックします。

注：サーバ証明書を失効させないでください。失効すると、その他の外部システムが証明書を拒否し、TelePresence Conductor がそれら
のシステムに接続できない可能性があります。
証明書署名要求（CSR）の生成
TelePresence Conductor はサーバの証明書署名要求を生成できます。これにより、証明書要求を生成し取得するために外部メカニズム
を使用する必要がなくなります。
CSR を生成するには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Security certificates] > [Server certificate] に移動します。

2.

[Generate CSR] をクリックして [Generate CSR] ページに移動します。

3.

証明書に必要なプロパティを入力します。

4.



ご使用の TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合は、「サーバ証明書とクラスタ化システム」（140 ページ）
を参照してください。



証明書要求には、証明書で使用される公開キーと、クライアントおよびサーバ認証の Enhanced Key Usage（EKU）の拡張が
自動的に含まれます。

[Generate CSR] をクリックします。システムが署名要求と関連する秘密キーを生成します。
秘密キーは、TelePresence Conductor に安全に保存され、表示またはダウンロードすることはできません。認証局に対しても秘
密キーを開示してはなりません。

5.

[Server certificate] ページに戻ります。グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。


認証局に送信できるようにローカル ファイル システムに要求をダウンロードします。ファイルを保存するよう求められます（実際
の表現はブラウザによって異なります）。



現在の要求を表示します。
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（注）


1 回に 1 つの署名要求だけを進行させることができます。これは、TelePresence Conductor が現在の要求に関連付けられた
秘密キー ファイルを追跡する必要があるためです。現在の要求を廃棄し、新しい要求を開始するには、[Discard CSR] をクリッ
クします。



バージョン X8.5.1 から、ユーザ インターフェイスにダイジェスト アルゴリズムを設定するオプションがあります。デフォルトでは
SHA-256 に設定されており、SHA-1、SHA-384、または SHA-512 に変更するオプションがあります。



XC3.x では証明書署名要求の保管場所が変更されました。
XC2.x で CSR を生成すると、アプリケーションは csr.pem と privkey_csr.pem を /tandberg/persistent/certs に入れます。
XC3.x で CSR を生成すると、アプリケーションは csr.pem と privkey.pem を /tandberg/persistent/certs/generated_csr
に入れます。
XC2.x からアップグレードして未送信の CSR が必要な場合は、アップグレードする前に CSR を破棄し、アップグレード後に CSR
を再生成することを推奨します。

新しいサーバ証明書のアップロード
署名付きサーバ証明書を認証局から受信すると、TelePresence Conductor にアップロードする必要があります。
TelePresence Conductor の現在のサーバ証明書を新しい証明書で置き換えるために、[Upload new certificate] セクションが使用さ
れます。
サーバ証明書をアップロードするには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Security certificates] > [Server certificate] に移動します。

2.

[Upload new certificate] セクションの [Browse] ボタンを使用して、サーバ証明書の PEM ファイルを選択してアップロードします。

3.

証明書署名要求（CSR）を生成するために外部システムを使用した場合は、サーバ証明書を暗号化するために使用されたサーバ
秘密キーの PEM ファイルもアップロードする必要があります。（TelePresence Conductor がこのサーバ証明書用の CSR を生
成するために使用された場合、秘密キー ファイルがすでに自動的に生成され保存されています。）

4.



サーバ秘密キーの PEM ファイルはパスワードで保護してはいけません。



証明書署名要求の進行中は、サーバの秘密キーをアップロードできません。

[Upload server certificate data] をクリックします。

サーバ証明書とクラスタ化システム
CSR の生成時には、1 つの要求および秘密キーの組み合わせがそのピア専用に生成されます。
TelePresence Conductor のクラスタがある場合は、各ピアで個別の署名要求を生成する必要があります。これらの要求はその後、認証
局に送信し、返されたサーバ証明書を関連する各ピアにアップロードする必要があります。
正しいサーバ証明書が適切なピアにアップロードされていることを確認する必要があります。そうでないと、各ピアに保存された秘密キーが
アップロードされた証明書に対応しません。

データのバックアップと復元
ここでは、TelePresence Conductor のデータのバックアップと復元について説明します。
「TelePresence Conductor のデータのバックアップと復元」（141 ページ）では、バックアップを作成するタイミング、バックアップ ファイル
の内容、および注意する必要がある制限事項について説明します。
「システム バックアップの作成」（142 ページ）では、TelePresence Conductor のデータのバックアップ方法を説明します。

140

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先
「前のバックアップの復元」（142 ページ）では、TelePresence Conductor のデータの復元方法を説明します。
クラスタ内のピアのバックアップと復元の詳細については、「クラスタのアップグレード、バックアップ、および復元」（126 ページ）を参照して
ください。

TelePresence Conductor のデータのバックアップと復元
TelePresence Conductor のデータの作成と復元を行うために、[Backup and restore] ページ（[Maintenance] > [Backup and
restore]）が使用されます。

バックアップを作成するタイミング
以下の状況でバックアップを作成することを推奨します。


アップグレードを実行する前



システムの復元を実行する前



デモンストレーション環境およびテスト環境において、TelePresence Conductor を既知の設定に復元する場合

バックアップ ファイルの内容
バックアップ ファイルには、以下のようなデータが含まれています。


システム設定



クラスタリング設定



セキュリティ証明書



管理者アカウントの詳細

バックアップ ファイルには、ログ ファイルは含まれません。

制限事項
次の制限が適用されます。


バックアップは、バックアップを作成したときと同じソフトウェア バージョンを実行しているシステムにのみ復元できます。



たとえば、1 つの TelePresence Conductor でバックアップを作成し、元のシステムで障害が発生した場合に別の
TelePresence Conductor に復元できます。ただし、復元を実行する前に、元のシステムにインストールされていたものと同じオプ
ション キーのセットを新しいシステムにインストールする必要があります。別の TelePresence Conductor で作成されたバックアッ
プを復元しようとすると、警告メッセージが表示されますが、続行することができます。



TelePresence Conductor 間でデータをコピーするためにバックアップを使用しないでください。これを行うと、IP アドレスなどのシ
ステム固有の情報が複製されてしまうためです。

注：復元を実行する前に、その TelePresence Conductor ユニットを非稼働にすることを推奨します。
クラスタ内のピアのバックアップと復元の詳細については、「クラスタのアップグレード、バックアップ、および復元」（126 ページ）という項を
参照してください。
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システム バックアップの作成
TelePresence Conductor のシステム データのバックアップを作成するには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Backup and restore] に移動します。

2.

オプションで、バックアップ ファイルを暗号化する [Encryption password] を入力します。
パスワードが指定されている場合、ファイルを復元するには同じパスワードが必要です。

3.

[Create system backup file] をクリックします。

4.

バックアップ ファイルが作成されると、ポップアップ ウィンドウが表示され、ファイルを保存するよう指示されます（実際の表現は、
ブラウザによって異なります）。デフォルト名は次の形式になります。<ソフトウェアのバージョン>_<ハードウェアのシリアル番号>_
<日付>_<時刻>_backup.tar.gz
（ファイル拡張子は、暗号化パスワードを指定した場合通常 .tar.gz.enc です。ただし、暗号化されたバックアップ ファイルの作成
に Internet Explorer を使用する場合、ファイル名の拡張子はデフォルトで .tar.gz.gz になります。ファイル名の拡張子がこのよう
に異なっても運用上の影響はありません。対応しているブラウザを使用して暗号化されたバックアップ ファイルを作成し、復元でき
ます。）
システム バックアップ ファイルの準備が完了するまで数分かかる場合があります。ファイルが準備されている間は、このページから
移動しないでください。

5.

指定された場所にファイルを保存します。

システム バックアップ ファイルには、ログ ファイルは含まれません。

前のバックアップの復元
TelePresence Conductor を前のシステム データ設定に復元するには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Backup and restore] に移動します。

2.

[Restore] セクションで、復元する設定が含まれているバックアップ ファイルを [Browse] します。

3.

[Decryption password] フィールドに、バックアップ ファイルの作成に使用したパスワードを入力するか、またはバックアップ ファ
イルをパスワードなしで作成した場合は空白のままにします。

4.

[Upload system backup file] をクリックします。

5.

TelePresence Conductor がファイルを確認し、[Restore confirmation] ページに移動します。


バックアップ ファイルが無効であったり、誤った復号化パスワードを入力した場合は、[Backup and restore] ページの上部にエ
ラー メッセージが表示されます。



現在のソフトウェア バージョンとシリアル番号が表示されます。

6.

復元を進める前に、表示されるすべての警告メッセージを読んでください。

7.

[Continue with system restore] をクリックし、復元プロセスを続行します。
これによりシステムが再起動されるため、アクティブなコールがないことを確認してください。

システムの再起動後、[Login] ページが表示されます。
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診断ログの設定
システムの問題のトラブルシューティングに、[Diagnostic logging] ツール（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Diagnostic logging]）を
使用できます。
これにより、ある期間にわたるシステム アクティビティの診断ログを生成し、シスコのカスタマー サポート担当者に送信できるようにログを
ダウンロードすることができます。ロギングの進行中に tcpdump を採取して、その後ダウンロードすることもできます。
このツールを使用するには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Diagnostics] > [Diagnostics logging] に移動します。

2.

オプションで、[Take tcpdump while logging] を選択します。

3.

[Start new log] をクリックします。

4.

（オプション）マーカー テキストを入力して、[Add marker] をクリックします。


特定のアクティビティが実行される前にマーカー機能を使用して、ログ ファイルにコメント テキストを追加することができます。
これは、ダウンロードされた診断ログ ファイルで該当するセクションを識別するのに役立ちます。



診断ログの進行中に、必要に応じた数のマーカーを追加できます。



マーカー テキストは「DEBUG_MARKER」タグと一緒にログに追加されます。

5.

診断ログにトレースするシステムの問題を再現します。

6.

[Stop Logging] をクリックします。

7.

[Download log] をクリックして、ローカル ファイル システムに診断ログ アーカイブを保存します。アーカイブを保存するように促さ
れます（実際の表現はブラウザによって異なります）。

ダウンロードした診断ログ アーカイブには、以下のファイルが含まれています。


loggingsnapshot_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング期間中に実行されたアクティビティに応じたログ メッセー
ジが含まれています



xconf_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング開始時のシステム設定に関する情報が含まれています



xconf_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.xml：XML 形式での xconfig のさらに完全なバージョン



xstat_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.txt：ロギング開始時のシステムのステータスに関する情報が含まれています



xstat_dump_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.xml：XML 形式での xstatus のさらに完全なバージョン



（関連する場合）ethn_diagnostic_logging_tcpdumpx_<システム ホスト名>_<タイムスタンプ>.pcap：ロギング期間中にキャプ
チャされたパケットが含まれています

これらのファイルは、要求された場合、シスコのサポート担当者に送信できます。
注意：tcpdump ファイルには機密情報が含まれている可能性があります。tcpdump ファイルは、信頼できる受信者にのみ送信してくださ
い。送信前にファイルを暗号化し、アウトオブバンドで復号パスワードを送信することを考慮してください。
次の点に注意してください。


同時に生成できる診断ログは 1 つのみで、新しい診断ログを作成すると前に生成されたログは置き換えられます。



TelePresence Conductor は、すべてのシステム アクティビティを継続的に統合ログ ファイルに記録します。診断ログ機能は、こ
の統合ログの一部を抽出することによって動作します。ビジー システムでは、時間が経過すると統合ログ ファイルがいっぱいにな
り、現在のアクティビティのロギングを継続できるように履歴ログ データが廃棄される可能性があります。これは、診断ログのすべ
てまたは一部が上書きされる可能性があることを意味します。部分的な診断ログ ファイルをダウンロードしようとすると、システムが
警告します。
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診断ログは、複数のログイン セッションにわたったりシステムが再起動されるなどで停止されるまで、すべてのシステム アクティビ
ティの記録を継続します。



tcpdump の最大ファイル サイズは 50 MB です。

クラスタ化システム
診断ログは、クラスタに含まれている TelePresence Conductor の場合にも使用できますが、一部のアクティビティは「現在の」ピア（管理
者として現在ログインしているピア）にのみ適用されます。


ロギングの開始操作と停止操作は、現在のピアには関係なくクラスタ内のすべてのピアに適用されます。



tcpdump 操作は、現在のピアには関係なくクラスタ内のすべてのピアに適用されます。



各クラスタ ピアは独自の統合ログを維持し、そのピアでのみ発生するアクティビティを記録します。



マーカー テキストは、現在のピアにのみ適用されます。



現在ピアからの診断ログのみダウンロードできます。



他のピアのログへのマーカの追加、または他のピアからの診断ログのダウンロードを行うには、そのピアに管理者としてログインす
る必要があります。

デバッグを目的として包括的な情報を収集する場合は、クラスタ内のピアごとに診断ログを抽出することを推奨します。

システム スナップショットの作成
[System snapshot] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [System snapshot]）では、診断目的で使用できるファイルを作成できま
す。これらのファイルは、経験している問題のトラブルシューティングに役立てるため、要求されたときにサポート担当者に送信する必要が
あります。
いくつかのタイプのスナップショット ファイルを作成できます。


[Status snapshot]：システムの現在の設定とステータス設定が含まれています。



Logs snapshot：ログ ファイル情報（イベント ログと設定ログを含む）が含まれています。



[Full snapshot]：すべてのシステム情報の完全なダウンロードが含まれています。このスナップショット ファイルの準備の完了には
数分かかる場合があり、スナップショットの進行中にシステム パフォーマンスが低下する可能性があります。

システム スナップショットファイルを作成するには、次の手順に従います。
1.

2.

スナップショット ファイルのダウンロードを開始するには、いずれかのスナップショット ボタンをクリックします。通常、サポート担当者
が、どのタイプのスナップショット ファイルが必要であるかを示します。


スナップショット作成プロセスが開始されます。このプロセスはバックグラウンドで動作します。必要に応じてスナップショット ペー
ジから離れ、後で戻ってきて生成されたスナップショット ファイルをダウンロードすることができます。



スナップショット ファイルが作成されると、[Download snapshot] ボタンが表示されます。

[Download snapshot] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示され、ファイルを保存するよう指示されます（実際の表現は、
ブラウザによって異なります）。簡単にサポート担当者にファイルを送信できる場所を選択します。

TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合は、個々のクラスタ ピアごとにシステム スナップショット ファイルを作成すること
を推奨します。クラスタ ピア間ですべての情報が複製されるわけではありません。
注：システム スナップショットにはセキュリティ上の機密情報が含まれている可能性があります。これらのファイルは、不正アクセスを防ぐた
めに慎重に処理および保存する必要があります。
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インシデント レポート
TelePresence Conductor のインシデント レポート機能により、アプリケーション障害などの重大なシステムの問題に関する情報が自動
的に保存されます。次の作業を実行できます。


シスコのカスタマー サポートに自動的にレポートを送信するように TelePresence Conductor を設定する



TelePresence Conductor の Web インターフェイスからレポートを表示する



手動でレポートをダウンロードしてシスコに送信する（通常はシスコのカスタマー サポートの要求による）

これらのレポートに含まれている情報をシスコのカスタマー サポートによる障害の原因の診断に使用できます。このプロセスで収集された
すべての情報は内密に保持され、問題の診断と問題の解決を唯一の目的としてシスコの担当者によって使用されます。

インシデント レポートに関する注意：プライバシー保護された個人データ
シスコに対するレポートにプライバシー保護された個人データが含まれることは決してありません。
プライバシー保護された個人データは、将来、過去、および既存の顧客、従業員、およびその他のすべての個人または団体に関する個人
情報が含まれている、顧客が何らかの方法で情報源から受け取るか導出する個人または団体に関するすべての情報を意味します。プライ
バシー保護された個人データには、名前、住所、電話番号、電子アドレス、社会保障番号、クレジット カード番号、顧客の機密ネットワーク
情報（47 U.S.C. § 222 で定義されている内容、およびその施行規則）、IP アドレスまたはその他のハンドセット ID、アカウント情報、信用
情報、人口統計学的情報、および単独または他のデータとの組み合わせで特定の個人に固有の情報を提供できるその他の情報が、制限
なく含まれます。
TELEPRESENCE CONDUCTOR が自動的にレポートを送信するように設定されている場合は、プライバシー保護された個人データがシス
コに送信されないように十分注意してください。
このような情報開示を防ぐことができない場合は、自動設定機能を使用しないでください。代わりに、[インシデントの詳細（Incident detail）]
ページのデータをコピーしてテキスト ファイルに貼り付けます。その後、シスコのカスタマー サポートにファイルを転送する前に、機密情報
を削除できます。
インシデント レポートは、常にローカルに保存され、[インシデント ビュー（Incident view）] ページで表示できます。

自動インシデント レポートの有効化
自動インシデント レポートを有効にする前に、「プライバシー保護された個人データに関する注意」をお読みください。
シスコのカスタマー サポートに自動的にインシデント レポートを送信するように TelePresence Conductor を設定するには、次の手順を
実行します。
1.

[Maintenance] > [Diagnostics] > [イ Incident reporting] > [Configuration] に移動します。

2.

[Incident reports sending mode] を [On] に設定します。

3.

エラー レポートの送信先の Web サーバの [Incident reports URL] を指定します。
デフォルトは https://cc-reports.cisco.com/submitapplicationerror/ です。

4.

オプション。シスコのカスタマー サポートがエラー レポートのフォローアップに使用できる [Contact email address] を指定します。

5.

オプション。インシデント サーバへの接続に使用する [Proxy server]を指定します。
http://www.example.com:3128/ など、（http|https）://address:port/ という形式を使用してください。

6.

[Create core dumps] が [On] に設定されていることを確認します。これは、役立つ診断情報が提供されるため、推奨される設定
です。

注：[Incident reports sending mode] が [Off] に設定されている場合、インシデントはどの URL にも送信されませんが、ローカルに保存
され、[Incident detail] ページから表示およびダウンロードできます。
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インシデント レポートを手動で送信
インシデント レポートをシスコに手動で送信するかどうかを決定する前に、「プライバシー保護された個人データに関する注意」をお読みくだ
さい。
インシデント レポートをシスコのカスタマー サポートに手動で送信するには、次の手順を実行します。
1.

[Maintenance] > [Diagnostics] > [Incident reporting] > [View] に移動します。

2.

送信するインシデントをクリックします。[Incident detail] ページが表示されます。

3.

ページの下部にスクロールし、[Download incident report] をクリックします。オプションで、ファイルを保存できます。

4.

ファイルをシスコ カスタマー サポートに転送できる場所に保存します。

レポートからの機密情報の削除
ダウンロードしたインシデント レポートは Base64 でエンコードされており、そのファイル内の情報について意味のある表示や編集を行うこ
とはできません。
シスコに送信する前にレポートを編集する必要がある場合は（たとえば、機密情報と考えられるものを削除する必要がある場合）、
[Incident detail] ページの情報をコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、そのファイル内の情報 を編集してからシスコに送信する必要が
あります。

インシデント レポートの表示
[Incident view] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Incident reporting] > [View]）には、TelePresence Conductor の前回の
アップグレード後に発生したすべてのインシデント レポートのリストが表示されます。各インシデントに対するレポートが生成され、これらの
レポートに含まれている情報をシスコのカスタマー サポートによる障害の原因の診断に使用できます。
各レポートについて、以下の情報が表示されます。
フィールド
Time
Version
Build
State

説明
インシデントが発生した日時。
インシデントが発生したときに実行されていた TelePresence Conductor ソフトウェア バージョン。
インシデントが発生したときに実行されていた TelePresence Conductor ソフトウェア バージョンの内部ビルド番号。
インシデントの現在の状態。
[Pending]：インシデントがローカルに保存されたが送信されていないことを示します。
[Sent]：インシデントの詳細が [Incident reporting configuration] ページで指定された URL に送信されたことを示します。

特定のインシデント レポートに含まれている情報を表示するには、レポートの [Time] をクリックします。[Incident detail] ページが表示さ
れ、画面上にレポートを表示するか、またはシスコのカスタマー サポートに手動で転送するために XML ファイルとしてダウンロードすること
ができます。
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インシデント レポートの詳細
[Incident detail] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Incident reporting] > [View]、次にレポートの [Time] をクリック）には、
特定のインシデント レポートに含まれている情報が表示されます。
[Incident reports sending mode]（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Incident reporting] > [Configuration] を使用）が有効になって
いる場合、これは外部 Web サービスに送信される情報です。また、これは、[Download incident report] をクリックした場合に Base64
でエンコードされた XML ファイルとしてダウンロードされる情報と同じです。
レポートに含まれている情報は、次のとおりです。
フィールド
Time
Version
Build
Name
System
Serial number
Process ID
Release
User name
Stack
Debug information

説明
インシデントが発生した日時。
インシデントが発生したときに実行されていた TelePresence Conductor ソフトウェア バージョン。
インシデントが発生したときに実行されていた TelePresence Conductor ソフトウェア バージョンの内部ビルド番号。
ソフトウェアの名前。
システム名（設定されている場合）、または IP アドレス。
ハードウェアのシリアル番号。
インシデント発生時の TelePresence Conductor アプリケーションのプロセス ID。
これが（開発ビルドではなく）リリース ビルドであるかどうかを示す true/false フラグ。
このソフトウェアを構築した担当者の名前。リリース ビルドの場合は空白です。
インシデントの原因となった実行スレッドのトレース。
すべてのスレッドのアプリケーション コール スタックの完全なトレースおよびレジスタの値。

注意：各コール スタックについて、デバッグ情報には機密情報が含まれている可能性がある変数の内容が含まれています（たとえば、エイ
リアス値や IP アドレスなど）。ご使用の導入環境で、この情報に特定の個人に固有の情報が含まれている可能性がある場合は、自動イン
シデント レポートを有効にするかどうかを決定する前に、プライバシー保護された個人データに関する注意をお読みください。

使用状況レポートの
[Usage report] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Usage report]）では、使用状況レポートが含まれたログ ファイルをダウン
ロードできます。最大 10 GB までのログ エントリを保存し、ダウンロードすることができます。イベントが発生すると、ロギングは自動的にイ
ネーブルになって実行されます。
[Logs available]：最初のイベントから最新のイベントまで、ログにキャプチャされたイベントの範囲を表示します（year-month-date 形式）。
[Create report]：レポートの作成元の使用可能なログ内のイベントの範囲を指定できます。
利用可能なダウンロードの形式は次のとおりです。


CSV



XML



JSON

ログには、日々のブリッジ使用率や時間ごとの使用状況の判断に役立つように設計されたさまざまな情報が含まれています。
以下の表は、Conductor 使用状況レポート ログ ファイル内のすべてのフィールドおよび用語を定義しています。
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表 4 使用状況レポート ログ フィールドの定義
フィールド名
定義
キャプチャされたイベントのタイプ。以下のイベント タイプがあります。
Event Type


resource_utilization_updated



conference_start



conference_end



participant_connected



participant_disconnected

詳細については、「イベント タイプの定義」という表を参照してください。
Resource GUID
Resource Name
Resource Type
Allocated
Total Capacity
Utilization %
Bridge Pool GUID
Bridge Pool Name
Delta

会議に使用されたブリッジ ID
会議に使用されたブリッジの名前
ブリッジのタイプ（MCU または TelePresence Server）
イベントの発生時に割り当てられたライセンス数
利用可能な合計ライセンス 容量
ブリッジの総容量から割り当てられた容量のパーセンテージ。MCU では、容量はポートに基づいています。
TelePresence Server では、容量はトークンに基づいています。
会議に使用されたブリッジ プールの ID
ブリッジが属する Conductor ブリッジ プールの名前
Microsoft Excel などの分析ツールにレポートをエクスポートする場合、このフィールドに表示される値を使用して、
選択した期間にわたって以下のいずれかを判別できます。
 進行中の会議の数


会議に接続している参加者の数

有効値は、1、-1、および 0 です。


1 = 会議開始済み、または参加者接続済み



-1 = 会議終了済み、または参加者切断済み



0 = 該当なし（resource_utilization_updated イベント タイプの場合にのみ表示され、期間にわたって
合計することはできません）。

[Delta] 列で提供される情報の使用方法の詳細については、「[Delta] 列の使用」を参照してください。
Conductor Name
Time
Version

Conference GUID
Conference Name
Template GUID
Template Name
Multiparty License

会議で使用するブリッジをマッピングする Conductor の名前
特定のログ エントリが生成された日時（UTC）
このレポートのバージョン番号。
（これは現在の Conductor ソフトウェア リリースと関連付けられており、Conductor の将来のリリースで変更され
る可能性があります）。
会議の ID
会議の名前。MCU はこれを会議 ID として使用します。
会議テンプレートの ID
会議に使用された Conductor 会議テンプレートの名前
会議に使用された Multiparty ライセンス。
値は次のとおりです。


pmp（Personal Multiparty）



smp（Shared Multiparty）



none

148

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先
フィールド名
Owner GUID
Service Preference
GUID
Service Preference
Name
Resource
Conference GUID
PIN-protected
Meeting Type

定義
会議の所有者の ID
会議に使用されたサービス設定の ID
会議に使用されたサービス設定の名前
TelePresence Server の会議の ID。MCU は ID として会議名を使用します。
会議への参加に数値 PIN が必要。True=PIN。FALSE=PIN 不要。
会議のタイプ。
以下の会議タイプがあります。

Duration
Participant GUID
Source Alias
Destination Alias
Number of Screens
Call Direction
Join Time
Disconnect Reason
End Time



rendezvous



adhoc



scheduled



cmr

参加者が会議に接続していた時間
Participant GUID
参加者エイリアス
宛先 SIP URI
参加者に関連付けられた画面数
コールの方向（着信または発信）
参加者が会議に接続した時刻
参加者が切断した理由（例：「BYE : ASide disconnected call」）
参加者が会議から切断した時刻

表 5 イベント タイプの定義
イベント タイプ
resource_utilization_updated
conference_start
conference_end
participant_connected
participant_disconnected

定義
会議で使用されたポートの総数
会議の開始
会議の終了
参加者が会議に接続したか。（[Delta] 列の 1 は、参加者がその時点で接続したことを示します）。
参加者が会議終了時に会議から切断したか。（[Delta] 列の -1 は、参加者がその時点で切断したことを
示します。）
注：このイベントは、会議終了時に参加者ごとに生成されます。

Conductor クラスタでのレポートの使用
Conductor がクラスタに導入されている場合、特定のイベントを使用できる場所について重要な違いがあります。
レポートをダウンロードする場合、ユーザが現在ログインしているノードからダウンロードします。したがって、クラスタ内のさまざまなノード
からダウンロードされるレポート間で、特定のタイプのイベントが異なります。次の表で、Conductor クラスタからレポートをダウンロードす
るときに特定のイベントがどこにあるかを示します。
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表 6 Conductor クラスタの特定のイベント情報がどこにあるか
イベント タイプ
resource_utilization_updated
conference_start
conference_end
participant_connected
participant_disconnected

どこにあるか
任意のノード
最初の参加者が接続したノード
任意のノード
参加者が接続したノード
参加者が切断したノード

Conductor クラスタから包括的な使用状況レポートを取得するには、クラスタ内の各ノードから CSV 形式でレポートをダウンロードし、
Microsoft Excel ですべてのレポートを 1 つにマージすることを推奨します。その後で、[Time] 列に基づいて情報をソートします。複数の
ファイルからのデータをマージして列をソートする方法の詳細については、Excel のヘルプを参照してください。
注：Excel を使用するときに、[Time] 列に表示される情報に日付が含まれていない場合は、その列に日時が含まれるようにセルを書式設
定する必要があります。詳細については、Excel のヘルプを参照してください。

[Delta] 列の使用
[Delta] 列の情報は、一定期間の進行中会議数または接続している参加者数の判別に役立出るように設計されています。これは、
Microsoft Excel などの外部分析ツールと併用する必要があります。
例：一定期間に存在したアクティブな会議数を把握する場合は、次の手順を実行します。
1.

ご使用の分析ツールに適した形式（たとえば、Excel の場合は CSV 形式）でレポートをエクスポートします。

2.

分析ツールで、関心がある期間に対応する行を選択します。

3.

アクティブな会議の総計を追跡するための列を追加します。

4.

アクティブな会議数の列に [Delta] 列の数値を合計する適切な式を追加して、選択した期間全体の総計を維持します。

値 1 はアクティブな会議の数を 1 つ増やし、値 -1（conference_end イベント タイプに対応）はアクティブな会議の数を 1 つ減らします。
次の例の [Active Conferences] 列で示されているように、この列の合計は選択した期間のアクティブな会議の数を提供します。
表 7 外部ツールで [Delta] 列を使用してアクティブな会議数を合計する例
time
event_type
delta
10/8/15 21:48
conference_start
1
10/8/15 21:49
conference_start
1
10/8/15 21:50
conference_start
1
10/8/15 21:55
conference_end
-1
10/10/15 0:03
conference_start
1
10/10/15 0:54
conference_start
1
10/10/15 1:03
conference_end
-1
10/11/15 1:24
conference_end
-1

アクティブな会議数（合計値）
1
2
3
2
3
4
3
2

注：[Active Conferences] 列は、Conductor からダウンロードされるレポートには存在しません。これは単に、[Delta] 列の値を合計する
ために分析ツールで追加できる列の例です。
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フィードバック受信者の表示または削除
TelePresence Conductor は、Cisco TMS および Prime Collaboration Manager（PCM）が TelePresence Conductor の現在の状
態に関するフィードバックに登録するために使用するフィードバック インターフェイスを提供します。
Cisco TMS または PCM が TelePresence Conductor からフィードバックに登録するたびに、Cisco TMS または PCM の IP アドレス
のエントリが TelePresence Conductor のデータベースに追加されます。イベントが発生するたびに、TelePresence Conductor は設定
されている IP アドレスに接続しようとします（その IP アドレスに到達できなくなっている場合も含みます）。
機能していないフィードバック受信者を表示または削除するには、[Maintenance] > [Feedback receivers] に移動します。1 つ以上の
フィードバック受信者を削除する場合、フィードバック受信者を選択し、[Delete] をクリックします。

再起動、リブート、およびシャットダウン
[Restart options] ページ（[Maintenance] > [Restart options]）では、ハードウェアへの物理アクセスを必要とせずに、TelePresence
Conductor の再起動、リブート、またはシャットダウンを行うことができます。
注意：ユニットの前面の赤色の ALM LED が点灯している間は、TelePresence Conductor を再起動、リブート、またはシャットダウンしな
いでください。これは、ハードウェア障害を示しています。シスコのカスタマー サポート担当者に連絡してください。
再起動
再起動機能は、TelePresence Conductor アプリケーション ソフトウェアをシャットダウンおよび再起動しますが、オペレーティング システ
ムまたはハードウェアは対象としていません。再起動には約 2 分かかります。
再起動は、通常、設定変更を有効にするため、またはシステムをクラスタに追加、またはクラスタから削除するときに必要になります。この
ような場合はシステム アラームが発生し、システムが再起動されるまではそのままです。
TelePresence Conductor がクラスタに含まれており、クラスタ内のその他のピアも再起動する必要がある場合は、各ピアの再起動が完
了するのを待ってから次のピアを再起動することを推奨します。
リブート
リブート機能は、TelePresence Conductor アプリケーション ソフトウェア、オペレーティング システム、およびハードウェアをシャットダウ
ンおよび再起動します。リブートには約 5 分かかります。
リブートは、通常はソフトウェア アップグレードの後にのみ必要で、アップグレード プロセスの一部として実行されます。予期しないシステム
エラーを解決しようとしているときにも、リブートが必要になる場合があります。
シャットダウン
シャットダウンは、通常、メンテナンスまたは再配置の前にユニットのプラグを抜く場合に必要になります。プラグを抜く前にシステムをシャッ
トダウンする必要があります。特に通常運用中にシステムの電源を落とすなど、制御されないシャットダウンは避けてください。
システムがシャットダウンされると、再起動する唯一の方法（仮想アプライアンスでない場合）は、ユニット本体のソフト電源ボタンを押すこと
です。したがって、シャットダウン後に再起動する場合は、ユニットに物理的にアクセスできる必要があります。
会議への影響
コールが TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェントを通過する場合、これらの再起動オプションのいずれでもす
べてのアクティブなコールが強制終了されます。
TelePresence Conductor が Cisco VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用している場合、どの再起動オプションも既存の
会議に影響せず、これらの会議の実行は継続されます。TelePresence Conductor がクラスタに含まれている場合、個々のピアの再起動
中でも、ユーザは会議の作成、参加、または再参加を行うことができます。クラスタに含まれていない場合は、ユーザは新しい会議を作成
することも、既存の会議に参加または再参加することもできません。
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Web インターフェイスを使用した再起動、リブート、またはシャットダウン
Web インターフェイスを使用して TelePresence Conductor を再起動するには：
1.

[Maintenance] > [Restart options] に移動します。

2.

必要に応じて [Restart]、[Reboot]、または [Shutdown] をクリックし、アクションを確認します。
場合により、これらのオプションのうち 1 つのみ（たとえば [Restart] など）を使用できます。これは、通常、アラームまたはバナー
メッセージ内のリンクに従った後で [Restart options] ページにアクセスすると発生します。


再起動またはリブート：[Restarting] または [Rebooting] ページが表示され、オレンジ色のバーで進捗状況が示されます。
システムが正常に再起動またはリブートされると、[Login] ページが表示されます。



シャットダウン：[Shutting down] ページが表示されます。
このページはシステムが正常にシャットダウンされた後も表示されたままですが、ページを更新したり TelePresence
Conductor にアクセスしようとしても失敗します。

開発者リソース
TelePresence Conductor には、シスコのサポートおよび開発チームでの使用を目的としている機能が含まれています。シスコのサポート
担当者のアドバイスと監視の上で行う場合を除き、これらのページにはアクセスしないでください。
注意：これらのページの機能の誤った使用により、システム動作が中断したり、パフォーマンスの問題が発生したり、システム設定が破損し
たりする可能性があります。
以下の機能があります。


デバッグおよびシステム管理ツール



[Experimental] メニュー

デバッグおよびシステム管理ツール
注意：これらの機能は、シスコのサポート担当者のアドバイスがない限り、お客様は使用できません。これらの機能の誤った使用により、
システム動作の不安定化、パフォーマンス上の問題、およびシステム設定の永続的な破損が引き起こされる可能性があります。
多数のデバッグおよびシステム管理ツールを使用して、ライブ システムで何が発生しているかを詳細レベルで調査することができます
（設定データへのアクセスおよび変更、ネットワーク トラフィックへのアクセスなど）。
これらのツールにアクセスする方法は、次のとおりです。
1.

SSH セッションを開きます。

2.

root としてログインします。

3.

シスコのサポート担当者によって提供される手順に従います。

[Experimental] メニュー
TelePresence Conductor の Web インターフェイスには、顧客による使用を目的としていない多数のページが含まれています。これらの
ページは、シスコのサポートおよび開発チームのみが使用するために存在しています。シスコのサポート担当者のアドバイスと監視の上で
行う場合を除き、これらのページにはアクセスしないでください。
注意：これらのページの機能の誤った使用により、システム動作が中断したり、パフォーマンスの問題が発生したり、システム設定が破損し
たりする可能性があります。
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これらのページにアクセスする方法は、次のとおりです。
1.

https://<TelePresence Conductor host name or IP address>/setaccess に移動します。

[Set access] ページが表示されます。
2.

[Access password] フィールドに、qwertsys と入力します。

3.

[Enable access] をクリックします。

既存のメニュー項目の右側に、新しい [Experimental] という最上位メニューが表示されます。

参照先
ここでは、TelePresence Conductor の管理に関する補足情報を提供します。
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パスワードの暗号化 ....................................................................................................................... 180
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コマンド リファレンス：TLS スイートと暗号スイート用の xConfiguration ................................................ 189
TelePresence Server がホストする会議の会議プロンプト .................................................................. 192
関連資料 ...................................................................................................................................... 195
用語集 ......................................................................................................................................... 196
法律上の通知 ............................................................................................................................... 196
アクセシビリティ通知 ...................................................................................................................... 196

153

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

ソフトウェア バージョン履歴
XC4.2
会議のローカリゼーション
会議ローカリゼーション機能（[Conference configuration] > [Global settings]）では、Telepresence Server がホストする会議で使用す
る音声プロンプトとテキスト プロンプトの言語を管理者が選択できます。
選択できる言語は次のとおりです。
英語（米国）、英語（英国）、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、オランダ語、フィンランド語、フランス語（欧州）、フランス語（カナダ）、ドイツ
語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、スペイン語（欧州）、スペイン語(南米)、スウェーデン語、
トルコ語。
音声プロンプトおよびテキスト プロンプトの詳細なリストと、TelePresence Server でのカスタム音声プロンプトの追加方法の詳細について
は、『Cisco TelePresence Conductor XC4.2 Administration Guide』の「Reference」の項を参照してください。
注：ローカライズした音声プロンプトには、TelePresence Server ソフトウェア リリース 4.3 以降が必要です。
一時 Multiparty ライセンスのサポート
一時 Multiparty ライセンスでは、ライセンスを購入せずに Multiparty ライセンスを試すことができます。これらの試用版ライセンスは、特
定の期間にわたって一時的に有効になります。永続 Multiparty ライセンス（SMP または PMP）をインストールしない場合、一時ライセンス
の期限が切れると、Conductor はスクリーン ライセンス モードに自動的に戻ることに注意してください。そのため、その時点で
Telepresence Server にスクリーン ライセンスがインストールされていない場合は、会議が失敗します。
ライセンスが切れる前に通知されることはありません。そのため、一時ライセンスの期間を追跡することが重要です。一時ライセンスの期限
が切れると、そのライセンスを除いたライセンスの数が自動的に再計算されます。Multiparty ライセンスのカウントがゼロになると、
Conductor は最後にライセンスの期限が切れた日の現地時間の深夜零時にスクリーン ライセンス モードに戻ります。
Multiparty ライセンスの適用
Multiparty ライセンスは、60 暦日のローリング ウィンドウで管理者による 15 暦日のコンプライアンス違反を許容して適用されるようになり
ました。15 日目に、すべての会議内のすべてのエンドポイント上に [out-of-compliance] バナーが表示されます。[out-of-compliance]
バナーは、他の Multiparty ライセンスを取得してインストールすることでのみ、削除できます。
また、最初のコンプライアンス違反後に 60 日間の猶予期間があり、この期間はバナーは表示されません。
SSL での 2048 ビット暗号化のサポート
デフォルトで選択されています。Cisco TMS をサポートするために追加されました。
注：Conductor を XC4.2 をアップグレードするには、TMS コンポーネントがインストールされているシステム上の TMS 15.2、TMSPE
1.7、および Java 8 をアップグレードする必要があります。Java 8 は、Conductor をアップグレードする前に TMS にインストールしておく
必要があります。Conductor のセキュリティ証明書はデフォルトで 4096 ビットになります。4096 ビット証明書を使用するお客様は
java.security ファイルを編集して、会議が正常に実行されるようにする必要があります。詳細については、「XC4.2 へのアップグレード」の
項を参照してください。
リソース使用状況レポートの機能強化
リソース使用状況のログには、使用されたかどうかにかかわらず、管理するすべての会議ブリッジが含まれるようになりました。未使用のブリッ
ジは 0 % として表示されます。使用状況レポート（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Usage report]）の resource_utilization_updated イ
ベントは、ブリッジごとに毎日午前零時に記録されます。これにより、グラフの時間枠で実際に使用されたかどうかにかかわらず、使用可能な
すべてのブリッジの容量のグラフを作成するために Conductor 外での手動プロセスにマクロを使用する必要がなくなりました。
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Telepresence Server でのレクチャー タイプの会議での [Guests wait for host] 機能
この機能（[Conference configuration] > [Conference templates]）は、ゲストが他の参加者とプレゼンテーションを表示、視聴および共
有する前に、ホストが会議に参加するまで待機する必要があるかどうかを決定します。
[Yes]：ホストよりも前に参加したゲストは、ホストが参加するまで待機する必要があります。
[No]：ゲストはホストが参加するまで待機する必要はありません。（デフォルト）
注：この機能は API を通じて常に使用可能になっていました。

XC4.1
使用状況レポート
新たな [Usage report] ページ（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Usage report]）により、使用状況の情報を含むログ ファイルをダウ
ンロードできます。最大 10 GB までのログ エントリを保存し、ダウンロードすることができます。イベントが発生すると、ロギングは自動的に
イネーブルになって実行されます。使用可能なダウンロード形式には、CSV、XML、および JSON が含まれます。レポートは、毎日のブリッ
ジ使用状況と、時間ごとの使用率を決定できるように設計されています。
会議開催の設定
新たな [Global settings] ページ（Conference configuration > Global settings）では、Conductor がブリッジを選択する方法を指定で
きます。自分の会社で最も一般的なタイプの会議に対応するオプションを選択します。


Favor Scheduled：現在進行中の会議が最も尐ないブリッジを選択します（同時に開始する複数の会議に適しています）。これがデ
フォルト設定です。



Favor CMRs：予備の容量が最も多いブリッジを選択します（開始時刻がさまざまである複数の会議に適しています）。

TMSPE の Active Meeting Manager のサポート
TMSPE の Active Meeting Manager を使用して、会議のホストは自分のパーソナル CMR を制御できるようになりました。エンドポイントのコ
ントロール パネルを使用して TMS で会議制御センターの機能を置き換える、という方法に代わる、使い勝手のよい方法が提供されます。
注：スケジュール済みのミーティングには現在、Active Meeting Manager のサポートがありません。
SIP ドメイン オーバーライドの設定
TMSPE を含まない導入を使用している場合は、新しい [Global settings] ページ（[Conference configuration] > [Global settings]）で
SIP ドメインを設定できます。SIP コールを着信すると、Conductor の IP アドレスまたは FQDN が設定済みの SIP ドメインに置き換えら
れます。結果は設定済みのエイリアスと一致します。
例：1234@conductor_ip / 1234@conductor_fqdn は、1234@configured_sip_domain になります
注：SIP ドメインは追加の IP FQDN を上書きします。
API の変更


conference.enumerate API コールに以下の新しいパラメータが追加されました。



factoryConfBundleId：この会議バンドル/CMR に関連付けられた UUID。TMSPE で、ConfBundle API によりプッシュされま
す。この属性は、会議が CMR である場合のみ返されます。



factoryOwnerId：会議バンドル/CMR が設定されている場合に渡される ownerID。TMSPE で、ConfBundle API によりプッ
シュされます。この値は、Conductor が ownerID と会議を関連付けることが可能な場合に返されます。

155

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先

XC4.0
Multiparty ライセンス
この新しい Telepresence Server ライセンス モデルは、スクリーン ベースではなく、ユーザ ベースになっています。
2 種類の Multiparty ライセンスがサポートされています。


Personal Multiparty（PMP）各ライセンスは特定のユーザに割り当てられます。PMP ライセンスは、頻繁に会議を開始するユーザ
に適しています。



Shared Multiparty（SMP）各ライセンスを複数のユーザが共有しますが、一度に 1 つの会議のみです。SMP ライセンスは、会議
を開始する頻度の低いユーザに適しています。

Multiparty ライセンスをサポートするには、TelePresence Conductor と会議ブリッジ間の接続で HTTPS を使用する必要があります。
（どのような場合も、HTTPS を推奨します。）
Multiparty ライセンスには、次の製品バージョンが必要です。


TMS 15.0 以降



TMSPE 1.5 以降



TelePresence Server 4.2 以降

Unified CM についてのサポートは次のとおりです。


Unified CM 10.5 を推奨します。



以前のバージョンも使用できますが、このリリース時点では、シスコは完全にテストしていません。



サポート対象の Unified CM の最小バージョンは 8.6.2 です。

Multiparty ライセンスで Unified CM を使用して問題がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）にお問い合わせくださ
い。リリース ノートで問題を文書化するとともに、必要に応じて、新たな障害を作成します（バグ検索ツールで表示できます）。
注：Unified CM のバージョンと障害の影響力によっては、シスコは障害を解決しないことになる可能性があります。障害が解決されない場
合は、Unified CM の新しいバージョンにアップグレードして問題を解決するか、既存のバージョンを保持し、その問題が存在し続けることを
受け入れるかを選択する必要があります。
LAN 1 の追加 IP アドレス の FQDN
Conductor 証明書の署名に公的な認証局を使用する場合は、追加の IP アドレスの FQDN が必要です。Conductor の設定方法として、
アドホックとランデブー アドレスに追加し、それらを公的な証明書に追加するには、Conductor を設定することを推奨します。
Telepresence Server 暗号化キーは不要
暗号化キーは、TelePresence Server バージョン 4.2 以降を使用する場合は不要になりました。[Conference bridge status] ページの
メッセージは、「Encryption key installed」から「Signaling encryption enabled」に変更されました。TelePresence Server バージョン
4.2 より前では、シグナリングの暗号化は暗号化キーがインストールされている場合にのみ有効でした。バージョン 4.2 から、用語「暗号
キー」は「メディア暗号キー」に置き換えられます。ロシア以外のほとんどの顧客は、依然としてこのキーをインストールすることを希望すると
思われます。4.2 よりも前のソフトウェア バージョンを実行する TelePresence Server にインストールされた暗号キーは、バージョン 4.2
以降にアップグレードする際にメディア暗号キーに自動的に変換されます。
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ユーザ インターフェイスの変更
[Option keys] ページには [Multiparty licensing for TelePresence Servers] という新しいフィールドがあります。このフィールドでは、こ
の TelePresence Conductor が管理するすべての Telepresence Server で Multiparty ライセンスを使用すべきかどうかを選択できま
す。[Multiparty licensing for TelePresence Servers] が有効になっている場合は、すべての Telepresence Server のライセンスを管
理します。Multiparty ライセンスモードが無効になっている場合は、すべての TelePresence Server がそれ自体のスクリーン ライセンス
を管理します。
注：Multiparty ライセンス モードを使用するには、Personal Multiparty または Shared Multiparty のオプション キーを 1 つ以上インス
トールする必要があります。
[Multiparty license status] という新しいページ（[Status] > [Multiparty licenses]）が追加されました。Multiparty ライセンス モードが有
効になっている場合、PMP と SMP のライセンス使用状況とコンプライアンス ステータスがこのページに表示されます。
Multiparty ライセンスの使用状況が TelePresence Conductor クラスタにインストールされているクラスタの数を超えたことを示す新しい
アラームが 2 つ追加されました。


PMP ライセンス アラーム：PMP ライセンス所有者の数がインストールされている PMP ライセンスの数を超えたときに発生します。



SMP ライセンス アラーム：過去 60 日間の SMP ライセンスの会議のピーク数がインストールされている SMP ライセンスの数を超
えたときに発生します。

注：Multiparty ライセンス モードと使用状況の詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide (XC4.0)』の
「Adding Option and Release Keys」（140 ページ）と「Multiparty License Status」（124 ページ）を参照してください。
[Overview] ページには、Multiparty ライセンス モードが有効か無効かを示す [Multiparty license status] という新しいフィールドがあり
ます。このフィールド名をクリックすると、[Multiparty license status] ページが表示され、インストールされているライセンスと、使用されて
いるライセンスの数を表示することができます。
LAN 1 に追加アドレスを追加すると、[IP] ページに [FQDN] という新しいフィールドが表示されます。
API の変更


conference.create struct ownerID のサポート。



factory.conferencecreate struct factoryOwnerId のサポート。



Owner オブジェクト、PUT および DELETE 方式のアレイから構成される新しい所有者 API の追加。



新しい ConfBundle 属性の owner_id（任意、文字列）の追加。



multipartylicense REST API の追加。



bridge_capabilities 属性の新しい値 multiparty_license の追加。ServiceInfo オブジェクトに使用します。

XC3.0
管理者アカウントのパスワードを変更するときに認証が必要
新しい管理者アカウントの追加、または既存の管理者アカウントのパスワードの変更を行うときに、現在の管理者パスワードを入力して自
身を認証することが必要になりました。現在は、管理者アカウントの詳細を編集するためのページが 2 つあります（1 つはパスワード変更
するためのページ、もう 1 つは残りのアカウント詳細を編集するためのページ）。
スケジューリングに使用するサービス設定内のプールをマークする機能
TelePresence Conductor ユーザ インターフェイスの [Service Preference] ページで、スケジューリングに使用するプールをマークする
ことができます。マークされたプールのみが、Cisco TMS などのクライアントによるキャパシティ管理 API 要求に含まれます。単一会議ブ
リッジのみが含まれるようにマークしたプールを設定し、その同じプールを複数のサービス設定に含めない場合、Cisco TMS はそのプー
ルをブリッジ スケジューリング専用に使用できます。
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注：XC3.0 へのアップグレード後は、すべてのサービス設定におけるすべての既存のプールは、スケジュールに使用されるようマークされ
ます。
スケジュール済み会議に含める WebEx コールのサポート
TelePresence Conductor のスケジュール済み会議には、TelePresence コールだけでなく WebEx コールも含めることができるようにな
りました。TelePresence Conductor での Cisco TMS スケジューリングは、Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid（以前は
WebEx 対応 TelePresence と呼ばれていました）をサポートするようになりました。
PIN によって判別される参加者ロールのサポート
TelePresence Conductor のプロビジョニング API を使用（たとえば Cisco TMSPE を使用）してプロビジョニングされた会議では、PIN で
参加者ロールを判別できるようになりました。ホストおよびゲストが同じエイリアスをダイヤルすると、入力した PIN に基づいて異なる権限
が付与されます。ゲスト PIN はオプションです。この機能は、TelePresence MCU および TelePresence Server バージョン 4.1 以降で
サポートされます。
最初にホストが会議に参加するのをゲストが待つ必要があるかどうかを指定する機能
TelePresence Conductor のプロビジョニング API で、ゲストが会議に参加する前にホストが参加するのを待つ必要があるかどうかを指
定できるようになりました。この設定は以下の場合にのみ適用されます。


プロビジョニング API を使用（たとえば Cisco TMSPE を使用）してプロビジョニングされた会議



TelePresence Server でホストされる会議

マルチストリーム コールのサポート
マルチストリーム コールをサポートするエンドポイントと TelePresence Server を使用しているときに、マルチストリーム コールがサポート
されるようになりました。TelePresence Conductor は、関連 SDP（Session Description Protocol）情報をエンドポイントから
TelePresence Server に転送します。
最大 3 つの SIP トランク接続先のサポート
TelePresence Conductor のユーザ インターフェイスで定義されたランデブー ロケーションごとに、IP アドレスと SIP ポートで構成される
SIP トランク接続先を 3 つまで指定できます。TelePresence Conductor は、ロケーションに対するすべての SIP トランク接続先を同等と
見なし、いずれかの接続先をアウトダイヤル コールに使用します（その接続先に到達できる場合）。TelePresence Conductor は宛先の
1 つだけを維持し、設定された複数の宛先でダイヤルアウト コールのロード バランシングを行いません。現在の宛先が到達不能になると、
新しい SIP トランク接続先が自動的に選択されます。
ロケーションの [Conference type] が [Both] に設定されている場合を除いて、アドホック ロケーションに SIP トランク接続先を指定するこ
とはできません。
TelePresence Conductor が SIP トランク接続先を定期的にポーリングして接続可能性の変動を報告する
TelePresence Conductor は、SIP OPTIONS ping を使用して、接続されているコール制御デバイスに設定されているすべての SIP トラ
ンク接続先を定期的にポーリングします。これには、すべての Unified CM およびバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用し
て接続されている Cisco VCS が含まれます。
SIP トランク接続先から応答がある場合、到達可能と見なされます。到達可能性に変動があった場合（到達可能から到達不能、またはその
逆）、イベント ログ メッセージでその状態が報告されます。いずれかの SIP トランク接続先が到達不能である場合、アラームが発生します。
再度すべての SIP トランク接続先に接続できるようになると、アラームは解除されます。
TelePresence Conductor が各リモート syslog ホストに送信するログを重大度別にフィルタ処理できます。
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たとえば、slog ホストは通常は複数のシステムから syslog メッセージを受信するため、「エラー」メッセージ（およびさらに重大なメッセー
ジ）のみを送信するように TelePresence Conductor を制限したい場合があります。TelePresence Conductor の問題のトラブルシュー
ティング中はホストをそのままにしておきたい場合は、「デバッグ」レベルを受信する 2 番目の一時的なホストを設定することができます（最
も詳細 = すべての重大度のメッセージ）。その後、問題が解決した後で、プライマリ syslog ホストをリスクにさらすことなく安全にその設定
を削除できます。
ユーザ インターフェイスの変更
[IP] ページおよび [Ethernet] ページへのメニュー パスは、それぞれ [System] > [Network interfaces] > [IP] および [System] >
[Network interfaces] > [Ethernet] に変更されました。
API の変更


XML RPC API コール factory.conferencecreate に新しいオプション パラメータ factoryLayout が追加されました。次の値
が必要です。


equal



active



prominent



single

これにより、プロビジョニング API の ConfBundle オブジェクトの layout パラメータで指定されているレイアウトをオーバーライド
できます。


XML RPC API に新しいコール factory.conferencemodify が追加されました。これにより、コール factory.conferencecreate
を使用して会議が作成されたときに設定されたパラメータの値を変更できます。



XML RPC API コール conference.create および conference.modify は廃止予定です。代わりに factory.conferencecreate
および factory.conferencemodify を使用してください。



API コール factory.conferencecreate は、可能な場合は factoryConferenceId および conferenceName の値を返すよう
になりました。これには、正常終了したコールおよび失敗したコールが含まれます。



XML RPC API コール participant.message は、参加者の画面に表示されるメッセージの位置と時間を API クライアントが指定
すること許可するようになりました。



API クライアントが TelePresence Conductor の会議をロックおよびロック解除できるようになりました。ロックされると、会議は既
存の参加者で進行します。どの参加者もロックされた会議にダイヤルできませんが、Cisco TMSPE などの API クライアントは、
API コール participant.add を使用して会議に参加者を追加することができます。XML RPC API コール
factory.conferencemodify および conference.modify には、locked と呼ばれる新しいブール パラメータがあります。



XML RPC API コール participant.enumerate には、新しい戻り値 factoryCallState があります。これは参加者構造体の一
部として返され、値は disconnected、ringing、connected、awaitingTrigger、callLegFailed、および retrying です。新しい
factoryCallState では、TelePresence Conductor は会議内の参加者に関する詳細な状態情報を API クライアントに提供で
きます。



プロビジョニング API オブジェクト ConfBundle には、guests_wait_for_host と呼ばれる新しいブール属性があります。これに
より、ゲストが会議に参加する前にホストを待つ必要があるかどうかを指定できます。これは、TelePresence Server でホストされ
る会議にのみ適用されます。TelePresence MCU でホストされる会議の場合、この属性は無視されます。デフォルト値は [False]
です。



API コール factory.conferencecreate を発行した後で返される文字列 factoryConferenceId および
factory_conference_id は変更されました。これらの文字列は、UUID には似ていない不透明文字列になりました。
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その他の変更
XC3.x では証明書署名要求の保管場所が変更されました。
XC2.x で CSR を生成すると、アプリケーションは csr.pem と privkey_csr.pem を /tandberg/persistent/certs に入れます。
XC3.x で CSR を生成すると、アプリケーションは csr.pem と privkey.pem を /tandberg/persistent/certs/generated_csr に入れ
ます。
XC2.x からアップグレードして未送信の CSR が必要な場合は、アップグレードする前に CSR を破棄し、アップグレード後に CSR を再生
成することを推奨します。

XC2.4
TelePresence Server でホストされる会議のカスケード
このバージョンの TelePresence Conductor では、TelePresence MCU でホストされる会議のカスケードと同様に、TelePresence
Server でホストされる会議のカスケードがサポートされます。これが機能するためには TelePresence Server バージョン 4.0(1.57) 以降
が必要です。
プライマリ会議ブリッジのリソースがすべての参加者が使用できるだけ十分にない場合、会議をカスケードすることより、セカンダリ会議ブ
リッジに使用されるリソースが生成されます。
Web インターフェイスを使用すると、会議で許可されるカスケードの最大数を指定できます。この数値により、純粋に他の会議へのカス
ケード リンクを作成するためにプライマリ会議ブリッジ上に予約されるリソースの数が決まります。
プライマリ会議ブリッジのすべての使用可能リソースが使用された場合、プライマリ会議ブリッジのリソース能力を超えて会議のサイズを拡
大するために、1 つ以上の会議ブリッジにカスケード リンクが作成されます。各カスケード リンクで使用されるリソースは、720p/30fps ビ
デオとステレオ音声を会議テンプレートで選択されたコンテンツ品質で受信する 1 人の参加者によって使用されるリソースと同じです。これ
らのリソースは、プライマリ会議ブリッジとカスケード会議ブリッジに割り当てられます。
TelePresence Server に接続するカスケード リンクでは、シングル スクリーン エンドポイントだけがサポートされます。したがって、マルチス
クリーン エンドポイントがカスケード会議ブリッジの会議に参加する場合、同じカスケード ブリッジの参加者にはすべての画面が表示されま
すが、プライマリ ブリッジおよび他のカスケード ブリッジの参加者には 1 画面（最大音量のスピーカーを表示する画面）しか表示されません。
TelePresence Server に接続するカスケード リンクは、最大 720p/30fps までのビデオをサポートします。カスケード リンク経由でのビデ
オ（つまり、別の会議ブリッジでホストされている参加者のビデオ）で視聴している参加者には、最大 720p/30fps のビデオ品質が提供され
ます。
同じ会議ブリッジ上の参加者には、以下のすべてが該当すれば、完全な高品質のビデオが提供されます。


より高品質のビデオ（1080p/30fps または 720p/60fps）は、TelePresence Conductor の会議テンプレートで設定されています。



この高品質のビデオは、メイン表示の参加者のエンドポイントにより提供されます。



参加者自身のエンドポイントが、高品質のビデオをサポートしています。

改良された会議配置アルゴリズム
TelePresence Conductor が新しい会議を配置する会議ブリッジを決定するアルゴリズムが改良されました。
注：1 つのプール内のすべての会議ブリッジの容量を同一にすることを強く推奨します。そうすることで、会議ブリッジ間で会議を効率的に
分散できます。1 つのプール内に容量が異なる会議ブリッジがあると、会議の配置バランスが悪くなることがあります。
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TelePresence Server の最小バージョンに関するアラームの更新
TelePresence Server ソフトウェアの推奨される最小バージョンは 4.0 になりました。これに従って、古いバージョンの TelePresence
Server ソフトウェアを使用しているときに発生するアラームが更新されました。
有効になっている暗号化機能キーがない場合にアラームが発生する
TelePresence Conductor で使用される 1 つ以上の会議ブリッジで暗号化機能キーが有効になっていない場合に発生する新しいアラー
ムが追加されました。暗号化機能キーは、バックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）リンクの場合は必須であり、ポリシー サービスの
場合は推奨されます。
同じ会議ブリッジが TelePresence Conductor に複数回追加されるとアラームが発生する
同じ会議ブリッジが TelePresence Conductor に複数回追加されると発生する新しいアラームが追加されました。TelePresence
Conductor は、会議ブリッジのシリアル番号が同一であるかどうかを確認します。
プライマリおよびカスケードの TelePresence MCU で詳細テンプレート パラメータが異なると警告が表示される
プライマリおよびカスケードの TelePresence MCU の詳細パラメータの設定が異なると表示される新しい警告が追加されました。
TelePresence Conductor ソフトウェアの将来のバージョンでは、カスケード詳細パラメータは削除される可能性があります。
ユーザ インターフェイスの変更


[Conference templates] ページのフィールド [Number of cascade ports to reserve] の名前は [Maximum number of
cascades] に変更されました。これは TelePresence Server のサービス設定に基づく会議テンプレートにも適用され、デフォルト
値は「0」に変更されました。



TelePresence Conductor で管理者セッション タイムアウト（シリアル ポートの場合、HTTPS または SSH）をオフにすることはで
きなくなりました。セッション タイムアウトは 1 ～ 65535 分の範囲内である必要があります。



[SNMP] ページには [Description] フィールドが表示され、SNMP で表示されるシステムの説明を定義できるようになりました。

API の変更


新しいオプション パラメータ bestEffort が XML-RPC コール factory.webex.add に追加されました。このパラメータにより、会
議作成時に予約されたリソースが不十分であるときに TelePresence Conductor が WebEx 会議を追加しようとするかどうかが
決まります。



confBundle オブジェクトの reserved_cascades 属性のデフォルト値が「0」に変更されました。この属性を省略すると「0」であると

想定され、これはカスケードが無効であることを意味します。

XC2.3
新しいキャパシティ管理 API
新しい API を使用すると、管理アプリケーション（Cisco TMS など）は会議および関連リソースに関する情報を取得できます。この API は、
特定のダイヤル エイリアスを持つ会議で使用される会議ブリッジのキャパシティに関する情報を返します。
新しいプロビジョニング API
新しい API を使用すると、管理アプリケーション（Cisco TMS など）は TelePresence Conductor の会議をプロビジョニングできます。こ
の API を使用すると、クライアントは TelePresence Conductor で新しい ConfBundle を作成できます。ConfBundle は会議に関連する
情報で構成されており、多数のエイリアスおよび自動ダイヤル参加者を関連付けることができます。これらのエイリアスおよび自動ダイヤル
参加者は TelePresence Conductor の Web インターフェイスを介して設定される会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者とは別であ
り、プロビジョニング API のみで編集できます。
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直接一致エイリアス ルックアップ
TelePresence Conductor バージョン XC2.3 は、プロビジョニング API で作成された会議の直接一致エイリアス ルックアップをサポート
します。直接一致エイリアスを設定できるようにすることで、数万のエイリアスのルックアップ時間が大幅に短縮されます。
以前のバージョンでは、TelePresence Conductor で設定されている会議でのエイリアスの一致には正規表現（RegEx）が使用されました。
これにより、TelePresence Conductor での設定を最小限にして複数のエイリアスで会議を作成することができました。ただし、何千ものエ
イリアスが設定されている場合、会議のルックアップ時間と作成時間が増大し始め、許容される会議のきめ細かい制御が困難になりました。
バージョン XC2.3 では、直接一致エイリアス ルックアップは新しいプロビジョニング API 使用時にのみサポートされます。TelePresence
Conductor の Web インターフェイスまたは XML RPC API を使用して直接設定されたすべての会議では、正規表現ルックアップが使用
されます。
Unified CM での数字ダイヤリング
Unified CM は、数字ダイヤル文字列に、ドメインの代わりに TelePresence Conductor の IP アドレス（TelePresence Conductor の
ユーザ インターフェイスで設定されている追加 IP アドレスのいずれか）またはホスト名を付加します。たとえば、エンドポイントが文字列
1234 をダイヤルすると、Unified CM はダイヤル文字列 1234@10.0.0.1 を TelePresence Conductor に送信します。TelePresence
Conductor がダイヤル文字列の完全一致を試みると、ダイヤル文字列をエイリアスに一致させることはできません。これは、ユーザがドメ
インを使用してエイリアスをプロビジョニングしたためです（たとえば 1234@domain.com）。
新しい API（SIP ドメイン API）がこの問題を解決します。TelePresence Conductor で SIP ドメインを設定できます。TelePresence
Conductor が IP アドレスまたはホスト名ではなく SIP ドメインを含むように着信ダイヤル文字列を変換し、ダイヤル文字列とプロビジョニ
ングされたエイリアスを比較できるようになります。
この URI に対する変更は TelePresence Conductor のみに固有であることに注意してください。発信コール URI は変更されません。
Web インターフェイスで Collaboration Meeting Room の情報を使用可能
[Collaboration meeting rooms] ページを使用して、TelePresence Conductor のプロビジョニング API と Cisco TMS などの管理ツー
ルを使用して設定された 1 つ以上の Collaboration Meeting Room（CMR）を検索できます。各 CMR について、エイリアスの詳細、自動
ダイヤル参加者、およびその他の関連データを表示できます。CMR に関連付けられたデータはプロビジョニング API を介して設定されま
す。このデータを TelePresence Conductor の Web インターフェイスで変更することはできず、Web インターフェイスで設定された会議
で使用することはできません。
サポートされる TelePresence Server コールの数の増加
TelePresence Server ソフトウェアの古いバージョンでは、スタンドアロン TelePresence Server または TelePresence Server のクラス
タのいずれかに接続できる参加者の合計は、104 人まででした。TelePresence Server バージョン 4.0 では、合計で 200 人までの参加
者を接続できます（会議あたり 104 人まで）。TelePresence Conductor の変更により、これらの新しい制限がサポートされます。
音声のみの品質設定の追加
事前定義された新しい音声のみ（ビデオなし、モノラル音声）の会議品質設定を使用して、TelePresence Server に音声のみの会議を設
定できます。
セグメント スイッチングのサポート
TelePresence Server バージョン 4.0 はセグメント スイッチングをサポートしており、マルチスクリーン エンドポイントは、すべての画面で
はなく最も声の大きい発言者が含まれる別のマルチスクリーン エンドポイントの画面のみを切り替えることができます。この機能は、最も声
の大きいペイン情報を提供するマルチスクリーン エンドポイント、および TelePresence Server version 4.0 でのみ動作します。それ以外
の場合は無視されます。デフォルトでは、セグメント スイッチングは有効です。
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この機能は、以下を使用して有効または無効にすることができます。


TelePresence Conductor の Web インターフェイス（[Conference template] ページ）



Cisco TMS の Web インターフェイス（[Create new CMR Template] ページの [Custom Parameters]）



TelePresence Conductor のプロビジョニング API を直接使用する場合の ConfBundle オブジェクトの advanced_parameters
属性

TelePresence Server は次の要件を満たす必要があります。


TelePresence Conductor に接続されている



バージョン 4.0 以降を実行している



リモート管理モードで設定されている

H.264 - SVC シグナリング パススルー
TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）は、すべての H.264-SVC（Scalable Video Codec）シグ
ナリングをパス スルーするようになりました。これによりエンドポイントは、使用可能なときに TelePresence Server でハイブリッド会議お
よびマルチストリーム エンドポイントを使用できます。ハイブリッド会議に含まれる音声ストリームおよびビデオ ストリームには、スイッチン
グされるものとトランスコードされるものがあります。詳細については、『TelePresence Server Release Notes』を参照してください。
H.265 パススルー
TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）は、すべての H.265 シグナリングをパス スルーするように
なりました。H.264 - SVC シグナリングの場合と同様に、これによりエンドポイントは、使用可能なときに TelePresence Server でハイブ
リッド会議およびマルチストリーム エンドポイントを使用できます。
暗号化 iX のパススルー
以前は、iX プロトコル（たとえば、TelePresence Server の ActiveControl 機能のサポートに使用）は TelePresence Conductor の
B2BUA をパス スルーしました。B2BUA は暗号化 iX もパス スルーできるようになりました。
SIP リモート側 ID（RPID）のパススルー
TelePresence Conductor の B2BUA では、発信側および接続側の回線 ID を伝送するために Unified CM によって使用される SIP
ヘッダーである、SIP RPID のパススルーをサポートするようになりました。SIP RPID は、draft-ietf-sip-privacy-04 という文書で定義さ
れています。RPID は非標準ですが、多数のベンダーによって実装されており、シスコのほとんどの SIP 製品に組み込まれています。
TelePresence Conductor は、ヘッダーに含まれているアイデンティティ情報の有効性や情報源の機関を確認せずに SIP RPID ヘッダー
を転送します。これを示すために、TelePresence Conductor は screen パラメータを no に設定します。
TelePresence Conductor は、匿名性を要求するエンドポイントに対して表示名フィールドを「anonymous」に設定する機能はサポートし
ていません。すべての表示名がそのまま転送されます。
セキュア会議設定のパススルー
以前は、Cisco TMS で会議を設定する場合、セキュア会議パラメータは無視されました。これが変更され、設定が会議ブリッジに渡される
ようになりました。
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証明書管理


CA 証明書の管理が改善され、個々の CA 証明書を表示、アップロード、および削除できます。



TelePresence Conductor ソフトウェアの新しいインストールには、一時的に信頼された CA と、その一時的な CA によって発行
されたサーバ証明書が付属しています。サーバ証明書を信頼できる認証局により生成された証明書に置き換え、信頼する認証局
の CA 証明書をインストールすることを強く推奨します。TelePresence Conductor ソフトウェアの以前のインストール環境からこ
のリリースにアップグレードすると、既存のサーバおよび信頼できる CA 証明書は維持され、この機能による影響を受けません。

その他の機能強化と使いやすさの向上


オンライン ヘルプのスキンが新しくなり、検索機能が改善されました。



ファイアウォール ルールを設定する場合：


拒否されたトラフィックをドロップするか、または拒否するかを選択できます。XC2.3 以降にアップグレードすると、既存の
「deny」ルールはトラフィックをドロップするようになります。XC2.3 より前では、トラフィックは拒否されていました。



いくつかの変更を加えた場合、すべての変更を取り消すオプションがあります。これにより、保留中の変更がすべて廃棄され、
現在アクティブなルールに一致するようにルールのワーキング コピーがリセットされます。



上下の矢印ボタンを使用して隣接するルールの優先順位を交換することにより、ルールの順序変更が簡単になりました。



リモート ユーザのアカウント認証用の LDAP サーバのアドレスを設定する場合、SRV およびアドレスのレコード解決モード間で切
り替えるときの Web インターフェイスの使いやすさが向上しました。



オプションで、診断ログの進行中に tcpdump を採取できます。



診断ログ機能は、以下が含まれるように拡張されました。


クラスタ全体で有効にすることができる tcpdump



xconfig ファイル



xstatus ファイル



ユーザまたは IP アドレスがロギングを開始した Web 管理ページの表示

xconfig ファイルおよび xstatus ファイルは、ロギング プロセスの開始時に取得されます。


特定のカテゴリに一致するすべての侵入防御トリガーを表示できるようになりました。

XC2.2.1
最大 50 個の同時発生コール セッションをサポートする新しいオプション キー
Cisco TelePresence Conductor バージョン XC2.2.1 以降、最大 50 個の同時発生コール セッションをサポートする新しいオプション
キーを Virtual Machine TelePresence Conductor で使用できます。このオプション キーはシスコの担当者から入手できます。これは
Cisco TAC（テクニカル アシスタンス センター）サポートへのアクセスを提供するもので、小中規模の導入に適しています。

XC2.2
TIP 準拠エンドポイントのサポートの改善
TelePresence Interoperability Protocol（TIP）に準拠するマルチスクリーン エンドポイントを事前に設定する必要はなくなりました。
TelePresence Conductor は、TIP を介した会議ブリッジで必要な画面および関連リソースの数を取得できるようになりました。
TelePresence Conductor は、マルチポイント エンドポイント用に会議ブリッジのリソースを過剰に割り当てなくなりました。
ただし、この改善は SIP シグナリングが TelePresence Conductor でルーティングされる導入環境にのみ適用されます。外部ポリシー
サービスを使用した; Cisco VCS 導入は前のリリースと同様に機能します。さらに、TelePresence Conductor は、予約されている議長参
加者およびエスカレーションされた Unified CM アドホック会議用に過剰にリソースを割り当てます。
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360p ビデオのサポート
TelePresence Conductor は、ソフトウェア バージョン 3.1 以降を実行している TelePresence Server で 360p ビデオをサポートするよ
うになりました。360p ビデオとモノラル音声を使用した新しい事前定義品質レベルがあり、会議テンプレートおよび事前定義エンドポイント
コーデックに対して選択できます。360p ビデオを使用する新しい品質レベルを追加できます。
新しいハードウェアでの TelePresence Server ソフトウェアのサポート
TelePresence Conductor は、TelePresence Server ソフトウェア バージョン 3.1 に対して新しいハードウェア プラットフォームをサポー
トします。Cisco Multiparty Media 310 および Cisco Multiparty Media 320 の各プラットフォーム、および仮想マシン上の Cisco
TelePresence Server をサポートします。
会議ブリッジの最小バージョンに関するアラーム
TelePresence Conductor では、バージョン 4.3 以下を実行している TelePresence MCU に接続したとき、およびリモート管理モードで
バージョン 3.0 を実行している TelePresence Server に接続したときに、最小バージョンに関するアラームが発生するようになりました。
TelePresence Server がバージョン 2.x を実行しているか、またはローカル管理モードである場合、TelePresence Conductor では会議
ブリッジが誤ったモードで実行されていることを示すアラームが発生します。
これらの古い会議ブリッジ バージョンは、XC2.2 のいくつかの新機能をサポートしません。
自動侵入防御
自動侵入防御機能が追加されました。これは、悪意のあるトラフィックの検出とブロック、および辞書ベースでログイン セキュリティを侵害し
ようとする試みの防御に役立ちます。
自動防御は、既存のファイアウォール ルールと組み合わせて使用する必要があります。自動防御を使用して特定の脅威を一時的にブロッ
クし、ファイアウォール ルールを使用して一連の既知のホスト アドレスを永続的にブロックします。
B2BUA のセキュリティ ステータスの処理の変更
着信 SIP 接続が TCP を介し、発信 SIP 接続が TLS を介している場合、TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェ
ント（B2BUA）は会議セキュリティ ステータスを非暗号化に変更するようになりました。会議セキュリティ ステータスを暗号化にするには、す
べてのコール レッグで SIP シグナリングが暗号化される必要があります。
ActiveControl のサポート
TelePresence Conductor では、この機能をサポートするエンドポイントと TelePresence Server の間で ActiveControl のネゴシエー
ションを行えるようになりました。動作させるには、TelePresence Conductor（[Conference templates] > [Advanced template
parameters] の下）で iX プロトコルを有効にすることにより、TelePresence Server バージョン 3.1 以降で ActiveControl を有効にする
必要があります。この機能の能力および制限については、『Cisco TelePresence Server Release Notes』を参照してください。
会議作成の許可または拒否
会議作成を許可または拒否するように会議エイリアスを設定できるようになりました。会議作成を拒否するように会議エイリアスが設定され
ている場合、参加者はその会議がすでに存在している場合にそのエイリアスを介して会議に参加することしかできません。ただし、会議は、
API を介して作成することも、同じ会議に対して定義されている別の会議エイリアスをダイヤルすることによって作成することもできます。
会議の最大期間に対する新しい XML-RPC API パラメータの追加
会議テンプレートで低い値を使用して設定されている会議の最大期間を API ユーザがオーバーライドできる、新しい XML-RPC パラメータ
が TelePresence Conductor API に追加されました。
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エンドポイントの画面数に対する新しい XML-RPC API パラメータの追加
会議テンプレートで低い値を使用して設定されているエンドポイントの画面数を API ユーザがオーバーライドできる、新しい XML-RPC パ
ラメータが TelePresence Conductor API に追加されました。このパラメータは、以下に該当する会議テンプレートにのみ適用されます。


TelePresence Server プールが含まれるサービス設定を指している



[Allow multiscreen] が [Yes] に設定されている



API パラメータで指定されている値より大きい [Maximum screens] 値が指定されている

ファイアウォール ルールの設定
ファイアウォール ルールの優先順位を設定するときに、上下の矢印ボタンを使用して隣接するルールの優先順位を交換することにより、
ルールの順序変更が簡単になりました。
信頼できる CA 証明書の管理
TelePresence Conductor のサーバ証明書および信頼できる CA 証明書は、人間が読めるデコードされた形式、または RAW PEM 形式
のいずれかで表示できるようになりました。
管理者認証ソース
管理者アカウントの認証のソースを設定するときに、[Remote] オプションのラベルは [Remote only] になりました。[Remote only] 認証
ソースが使用されている場合、ローカルに設定された管理者アカウントでは TelePresence Conductor にアクセスできなくなりました。
さらに、[Local] オプションが [Local only] という名前に変更されました。
ユーザ インターフェイスの改善
TelePresence Conductor のユーザ インターフェイスを改善するための変更が行われました。

XC2.1
リリース キーなしで実行しているときのシステム キャパシティの制限
TelePresence Conductor は、リリース キーなしで実行できます。このモードでは、システム キャパシティは制限され、単一のクラスタ化さ
れていない会議ブリッジのみを有効にすることができ、TelePresence Conductor をクラスタ化することはできません。
TelePresence Conductor にリリース キーがない場合、「コミュニティ サポート」のみを使用できます。これは、
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/collaboration-voice-video/telepresence などの技術フォーラムを使用した、
自立または共同でのサポートの取り組みです。TAC サポートは、リリース キーがある TelePresence Conductor の場合にのみ使用でき
ます。詳細については、https://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/index.html を参照してください。
実稼働環境での導入では、完全にライセンス付与された TelePresence Conductor のインストール環境に顧客がアップグレードすること
を推奨します。

XC2.0
Cisco TelePresence Server のサポート
TelePresence Conductor のこのリリースでは、Cisco TelePresence Server の新しい会議ブリッジ タイプがサポートされます。会議ブ
リッジ プールを TelePresence Server または TelePresence MCU のいずれかで構成できるようになりました。
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Cisco Unified Communications Manager のサポート
TelePresence Conductor は、アドホックおよびランデブー コールの Cisco Unified Communications Manager への直接接続をサ
ポートします。エンドポイントは、Unified CM または Cisco VCS に登録でき、同じ会議を呼び出します。
複数の IP アドレスの追加
TelePresence Conductor に複数の IP アドレスを追加できます。TelePresence Conductor では、各アドホック Unified CM ロケーショ
ンおよび各ランデブー Unified CM ロケーションに別の IP アドレスが必要です。これは、アドホック コールおよびランデブー コールについ
て、各ロケーションにある個別の会議ブリッジに接続しているという Unified CM の想定を TelePresence Conductor が模倣できます。
TelePresence Server 会議での既知および未知のマルチスクリーン エンドポイントのサポート
TelePresence Conductor は、TelePresence Server でホストされる会議で複数の画面を持つエンドポイントをサポートします。
Cisco TelePresence System（CTS）シリーズのエンドポイント（Cisco TelePresence System T3 を含む）は、そのエンドポイントに対し
て定義されているリソースが割り当てられるように事前設定されるか、または会議テンプレートで定義されているリソースが割り当てられる
ように事前設定せずにサポートすることができます。
関連する会議で使用される TelePresence Server で十分なリソースを割り当てる場合は、その他のカスタマイズされたマルチスクリーン
エンドポイントを事前設定する必要があります。
サードパーティ製またはカスタマイズされたマルチスクリーン TelePresence システム（つまり、CTS3xxx、TX9000、または T3）をサポー
トするには、TelePresence Server にオプションのサードパーティ相互運用キーが必要です。
リソースの最適化
リソースの最適化により、最初に過度に割り当てられた TelePresence Server のリソースを回復して他の参加者に再割り当てし、1 つの
TelePresence Server でより多くの参加者が処理されるようにすることができます。
Cisco TMS と TelePresence Server 3.0 の間の通信をサポートする XML-RPC API
TelePresence Conductor API に、Cisco TelePresence Management Suite とリモート管理モードで実行されている TelePresence
Server バージョン 3.0 の間で送信される情報を変換するためのサポートが追加されました。このサポートが Cisco TMS に追加された時
期については、『Cisco TelePresence Management Suite Release Notes』を参照してください。
ロギングの改善
フィルタ処理されたイベント ログを UI からダウンロードできるようになりました。
リモート syslog サーバ モードは以下のいずれかに指定できます。


レガシー BSD 形式



IETF syslog 形式 TLS 接続を使用した IETF syslog



カスタム

[Configuration Log] ページに TelePresence Conductor 設定に対するすべての変更のリストが表示され、TelePresence Conductor
設定の監査証跡がユーザに提供されます。
システム管理セッションのタイムアウトと制限
Web セッション、SSH セッション、およびシリアル セッションについて、管理者アカウントごとに、セッション タイムアウト、および同時セッ
ション数と同時ログイン数の制限を設定できるようになりました。
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証明書署名要求（CSR）
TelePresence Conductor でサーバ証明書署名要求を生成できるようになりました。これにより、外部メカニズムを使用して証明書要求を
生成および取得する必要がなくなりました。
ファイアウォール ルール
TelePresence Conductor にファイアウォール ルールを追加できるようになりました。これにより、IP テーブル ルールを設定して IP レベ
ルで TelePresence Conductor へのアクセスを制御できます。
複数の管理者アカウントの追加
事前に決定されたアクセス レベル設定の複数の管理者アカウントを追加できるようになりました。
その他の変更と改善
TelePresence Conductor の Web インターフェイスが改善されました。

正規表現リファレンス
ここでは、正規表現について説明します。


「正規表現について」（168 ページ）では、一般的な正規表現の表を示します。



「正規表現の例：会議エイリアス」（170 ページ）では、正規表現を使用して、プレフィックスおよびサフィックスの照合、除去、置換な
どの基本機能を実現する方法を示します。これらは、会議またはレクチャーのいずれかの会議エイリアスを設定するときに使用でき
ます。



「正規表現の例：レクチャー」では、レクチャー用の会議エイリアスを設定するときの正規表現の使用方法を示すために、すでに示さ
れている例を使用して説明します。



「正規表現の例：自動ダイヤル参加者」では、正規表現を使用して一連の会議名を照合し、それぞれをダイヤルするアドレスに変換
する方法を示します。

注：[Check pattern] ページ（[Maintenance] > [Tools] > [Check pattern]）では、TelePresence Conductor で会議エイリアスまたは自
動ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規表現が、意図した結果をもたらすかどうかを確認できます。

正規表現について
正規表現は、「会議エイリアスの作成と編集」（79 ページ）および「自動ダイヤル参加者の作成と編集」（80 ページ）で使用できます。
会議エイリアスでは、正規表現を使用して [Incoming alias] のパターンを指定し、次に、置換文字列を使用して、そのパターンに一致する
エイリアスを変換して [Conference name] を作成する方法を指定できます。
自動ダイヤル参加者では、正規表現を使用して [Conference name match] のパターンを指定し、次に、置換文字列を使用して、そのパ
ターンに一致する会議名を変換してダイヤルされる [Address] を作成する方法を指定できます。
TelePresence Conductor では Python 形式の正規表現構文を使用します。次の表は、正規表現構文で一般的に使用される特殊文字
のリストを示しています。これは、使用可能なすべての表現のサブセットでしかありません。正規表現構文の詳細については、『Regular
Expression Pocket Reference』という資料を参照してください。
TelePresence Conductor では、正規表現は照合対象の文字列の行全体と比較されます。文字列内の一致文字列の後にその他の文字
列が含まれている場合は、これは一致とは見なされません。たとえば、meet.ben は meet.ben に一致しますが、meet.benjamin は一致
しません。
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TelePresence Conductor での正規表現の使用例については、以下を参照してください。


正規表現の例：会議エイリアス（170 ページ）



正規表現の例：レクチャー



正規表現の例：自動ダイヤル参加者

一般的な正規表現
文字
.
*
+
?
\
\d
[...]

説明
任意の単一文字と一致します。
前の一致の 0 回以上の繰り返しに一致
します。
前の一致の 1 回以上の繰り返しに一致
します。
前の一致の 0 回または 1 回の繰り返し
に一致します。
正規表現の特殊文字をエスケープします。
任意の 10 進数字（つまり 0 ～ 9）に一
致します。
文字のセットと一致します。セット内の各
文字を個別に指定するか、または、範囲
内の最初の文字、その後に - 文字、そ
の後に範囲内の最後の文字を入力して、
範囲を指定することができます。

例
* は、空の文字列または任意の文字列に一致します。
+ は、任意の文字列に一致します。
meet\.alice(@example\.com)? は、meet.alice または
meet.alice@example.com のいずれかに一致します。
\. は、終止符（つまり .）のみに一致します。
\d\d\d は、3 桁の任意の数値に一致します。
[a-z] は、任意の小文字の英字に一致します。
[a-zA-Z] は、任意の英字に一致します。
[0-9#*] は、任意の単一 E.164 文字に一致します。E.164 文字セットは、数字

0 ～ 9、ハッシュ キー（#）、およびアスタリスク キー（*）で構成されます。

[] 内では特殊文字を使用できません。

特殊文字はそのままの文字として扱われ
ます。
(...)

|

一連の一致文字をグループ化します。グ
ループは、置換文字列の一部として、文
字列 \1、\2 などを使用して順番に参照
できます。
1 つの表現または代替表現に一致します。

^

行の先頭を示します。
開き大カッコの直後に使用されると、大
カッコ内の文字セットは否定されます。

(?!...)

ユーザのフルネームが含まれている URI をイニシャルに基づいた URI に変換する
ように正規表現を組み立てることができます。正規表現
(.).*_(.).*(@example\.com) はユーザの john_smith@example.com と照合
し、置換文字列 \1\2\3 を使用して js@example.com に変換します。
*@example\.(net|com) はドメイン example.com または example.net の URI と
照合します。
^meet\.* は meet.alice に一致しますが、alice.meeting には一致しません。
[^abc] は、a、b、c、のいずれでもない任意の単一文字に一致します。

否定先読み。一致するためには存在して (?!.*@example\.com$).* は、@example.com で終了しない任意の文字列に一致
はならない副次式を定義します。
します。
(?!alice).* は alice で開始されない文字列と一致します。

(?<!...) 否定後読み。一致するためには存在して *(?<!net) は net で終了しない文字列と一致します。

はならない副次式を定義します。
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正規表現の例 - 会議エイリアス
会議エイリアスを設定するときに、[Incoming alias] フィールドの正規表現（regex）と [Conference name] フィールドの置換文字列を組
み合わせて使用できます。これにより、正規表現の詳細パターン照合および置換機能を使用できます。
次の例では、正規表現を使用して、プレフィックスおよびサフィックスの照合、除去、置換などの基本機能を実現する方法を示します。これら
は、会議またはレクチャーのいずれかの会議エイリアスを設定するときに使用できます。
レクチャー用の会議エイリアスを設定するときの具体的な正規表現使用例については、「正規表現の例：レクチャー」（171 ページ）を参照し
てください。
[Check pattern] ページ（[Maintenance] > [Tools] > [Check pattern]）では、TelePresence Conductor の会議エイリアスまたは自動
ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規表現が、予期した結果をもたらすかどうかを確認できます。
注：レクチャーの会議エイリアスの設定時に、ホスト エイリアスとゲスト エイリアスの会議名が同じ文字列に解決されることを確認する必要
があります。異なる場合、別々の会議になってしまいます。

プレフィックスの照合
ユーザが、特定のプレフィックスで始まる文字列をダイヤルして会議を作成し、正確にダイヤルしたとおりのものを会議名として使用できる
ようにする場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

(meet\..+)

\1

meet.alice

meet.alice

プレフィックスの除去
ユーザが、特定のプレフィックスで始まる文字列をダイヤルして会議を作成し、ダイヤルしたとおりのものからプレフィックスを除去したもの
を会議名として使用できるようにする場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

meet\.(.+)

\1

meet.alice

alice

プレフィックスの置換
ユーザが、特定のプレフィックスで始まる文字列をダイヤルして会議を作成し、ダイヤルしたプレフィックスを別の文字列で置換して会議名
を作成する場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

meet\.(.*)

666\1

meet.alice

666alice

サフィックスの照合
ユーザが、特定のサフィックスで終わる文字列をダイヤルして会議を作成し、正確にダイヤルしたとおりのものを会議名として使用できるよ
うにする場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

(.*\.meet)

\1

alice.meet

alice.meet
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サフィックスの除去
ユーザが、特定のサフィックスで終わる文字列をダイヤルして会議を作成し、ダイヤルしたとおりのものからサフィックスを除去したものを会
議名として使用できるようにする場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

(.*)\.meet

\1

alice.meet

alice

サフィックスの置換
ユーザが、特定のサフィックスで終わる文字列をダイヤルして会議を作成し、ダイヤルしたサフィックスを別の文字列で置換して会議名を作
成する場合：

正規表現
例

Incoming alias

Conference name

(.*)\.meet

\1.meeting

alice.meet

alice.meeting

プレフィックスまたはサフィックスの追加
ユーザが、特定の文字列をダイヤルして会議を作成し、ダイヤルしたとおりのものの前または後に別の文字列を付加して会議名を作成で
きるようにする場合：

regex
例
regex
例

Incoming alias

Conference name

(meet)\.(.*)

conference.\1.\2

meet.alice

conference.meet.alice

(meet)\.(.*)

\1.\2.conference

meet.alice

meet.alice.conference

ドメインが付加されている、または付加されていないエイリアスの照合
ユーザが、H.323 エンドポイント（ドメインを付加しない）または SIP エンドポイント（ドメインを付加する）のいずれからでも同じ会議エイリア
スをダイヤルできるようにする場合：

正規表現
例
例

Incoming alias

Conference name

meet\.([^@]*)(@example\.com)?

meet.\1

meet.alice@example.com
meet.alice

meet.alice
meet.alice

正規表現の例 - レクチャー
レクチャー用の会議エイリアスを設定するときに、[Incoming alias] フィールドの正規表現（regex）と、ホスト エイリアスとゲスト エイリアス
両方の [Conference name] フィールドの置換文字列を組み合わせて使用できます。ホストとゲスト両方の会議名は、同じ文字列に解決さ
れる必要があります。[Incoming alias] フィールドを使用すると、正規表現の詳細パターン照合および置換機能を適用できます。
このページの例では「正規表現の例：会議エイリアス」（170 ページ）で示した例を使用しており、正規表現を使用して、プレフィックスおよび
サフィックスの照合、除去、置換などの基本機能を実現する方法を示します。これらは、会議またはレクチャーのいずれかの会議エイリアス
を設定するときに使用できます。
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[Check pattern] ページ（[Maintenance] > [Tools] > [Check pattern]）では、TelePresence Conductor の会議エイリアスまたは自動
ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規表現が、予期した結果をもたらすかどうかを確認できます。
注：レクチャーの会議エイリアスの設定時に、ホスト エイリアスとゲスト エイリアスの会議名が同じ文字列に解決されることを確認する必要
があります。異なる場合、別々の会議になってしまいます。

プレフィックスの除去
レクチャー用の会議エイリアスを設定するときに正規表現を使用する最も簡単な方法の 1 つは、ホスト会議エイリアスとゲスト会議エイリア
スに異なるプレフィックスを割り当て、その後プレフィックスを除去して会議名を生成することです。以下は、正規表現を使用してこれを行う
方法の例です。

ホストの正規表現
例
ゲストの正規表現
例

Incoming alias

Conference name

show\.(.*)

\1

show.sales.team

sales.team

watch\.(.*)

\1

watch.sales.team

sales.team

正規表現の例 - 自動ダイヤル参加者
自動ダイヤル参加者を設定するときに、[Conference name match] の正規表現（regex）と [Address] フィールドの置換文字列を組み合
わせて使用できます。これにより、正規表現のワイルドカード、その他の詳細パターン照合、および置換機能を使用して、一連の会議名を
照合し、それぞれをダイヤルするアドレスに変換できます。
次の例では、正規表現を使用して、会議名の照合、プレフィックスの追加と置換などの基本機能を実現する方法を示します。
[Check pattern] ページ（[Maintenance] > [Tools] > [Check pattern]）では、TelePresence Conductor の会議エイリアスまたは自動
ダイヤル参加者を設定するときに使用する正規表現が、予期した結果をもたらすかどうかを確認できます。
注：会議エイリアスを作成するときに正規表現を使用した場合、生成される会議名は着信エイリアスによって異なります。したがって、潜在
的な会議名に対して照合するために使用する正規表現は、会議名の生成に使用された正規表現について考えられるすべての結果をカ
バーすることを確認する必要があります。

すべての会議名へのプレフィックスの追加
この例では、すべての会議を録音します。ダイヤル プランは、record. で始まるアドレスへのすべてのコールが録音デバイスにルーティン
グされるように設定されています。
次のように、任意の会議名に一致する自動ダイヤル参加者を作成し、プレフィックス record. を追加します。
フィールド
Conference
name match

入力
(.*)

説明
例
この正規表現は、このフィールドのデフォルトです。これは、考えられるすべての sales_meeting
会議名に対して照合されます。指定した会議テンプレートを使用して作成された
すべての会議では、アドレスが常にダイヤルされます。

Address

record\.\1 この置換文字列は、会議名にプレフィックス record. を付けて、ダイヤルされる record.sales_meeting
アドレスを作成します。
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プレフィックスの照合
この例では、すべての全員参加の会議を録音します。
以下のようにダイヤル プランを設定します。


これらの会議はすべて allhands. で始まります（たとえば allhands.sales や allhands.operations）。



record. で始まるアドレスへのすべてのコールが録音デバイスにルーティングされます。

allhands で始まるすべての会議名に一致する自動ダイヤル参加者を設定し、次のようにそのプレフィックスを record. で置換します。
フィールド
Conference name
match
Address

入力
説明
allhands\.(.*) この正規表現は、allhands. で始まるすべての会議名に対して照合されます。
record\.\1

例
allhands.sales

この置換文字列は、会議名から allhands. を削除して record. で置き換え、ダ record.sales
イヤルされるアドレスを作成します。

会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者での正規表現の使用の組み合わせ
次の例では、会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者を作成するときに正規表現の使用を組み合わせる方法を示します。この例では、
以下のようにダイヤル プランを設定します。


会議のすべての会議エイリアスが meet. で始まる



すべてのユーザが name.findme@domain.com という形式の FindMe ID を持っている

ユーザの名前に基づいた会議（例：meet.alice.findme@domain.com）が作成されるたびに、そのユーザが FindMe ID（例：
alice.findme@domain.com）を使用して自動的に会議にダイヤルインするように、TelePresence Conductor を設定します。
ステップ 1 - 会議の作成
[Conference templates] ページ（[Conference configuration] > [Conference templates]、次に [New] をクリック）：
フィールド
Name

入力
Meeting with FindMe

Description template to route Meetings to
FindMe IDs
Conference Meeting
type

説明
ユーザの FindMe ID で自動的にダイヤルする場合は、必ずこのテンプレートが使
用されます。
説明は、多数のテンプレートを管理する場合に役立ちます。
このテンプレートは会議のみに適用します。

このページの残りの設定は、ネットワーク構成によって異なります。
ステップ 2 - 会議エイリアスの作成
[Conference aliases] ページ（[Conference configuration] > [Conference aliases]、次に [New] をクリック）：
フィールド
Incoming alias (can use
regular expression)
Conference name (can use
regular expression)

入力
meet\.
(.*\.findme@.*)
\1

説明
この正規表現は、meet. で始まり、.findme@ とそれに続くドメ
イン名で終わる会議エイリアスに一致します。
この置換文字列は、会議エイリアスから meet. を削除して会議
名を作成します。
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このページの残りの設定は、ネットワーク構成によって異なります。
ステップ 3 - 自動ダイヤル参加者の作成
[Auto-dialed participants] ページ（[Conference configuration] > [Auto-dialed participants]、次に [New] をクリック）：
フィールド
Name
Description

入力
FindMe user
dials user's FindMe ID in
to Meeting
meeting with FindMe

Conference
template
Conference name (.*\.findme@.*)
match
Address
\1

説明

例

説明は、多数の自動ダイヤル参加者を管理する場合に役立ちます。
これは、ステップ 1 で作成したテンプレートの名前です。
この正規表現は、.findme@ とそれに続くドメイン名が含まれる、考
えられるすべての会議名に対して照合されます。
この置換文字列は、会議名を取得してダイヤルされるアドレスを作成
します。

alice.findme
@domain.com
alice.findme
@domain.com

このページの残りの設定は、ネットワーク構成によって異なります。
この設定で適用されるその他の例：


ユーザが meet.bob.findme@domain.com をダイヤルすると、bob.findme@domain.com で結果として得られた会議にダイ
ヤルインします



ユーザが meet.carol.jones.findme@domain.com をダイヤルすると、carol.jones.findme@domain.com で結果として得
られた会議にダイヤルインします

会議のレイアウト
会議テンプレートまたは自動ダイヤル参加者を作成するときに、設定して会議ブリッジに渡すことができるパラメータの 1 つに、会議のレイ
アウトがあります。以下に、TelePresence MCU および TelePresence Server の場合に選択できるレイアウトを表示する 3 つの表を示
します。

TelePresence MCU のレイアウト
レイアウト ファミリ
以下のペイン配置に対応する family<index> の <index> 値：
index
1

レイアウトの例

2
3
4
5
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具体的なレイアウト
以下のペイン配置に対応する layout<index> の <index> 値：
index

レイアウト

index

レイアウト

index

レイアウト

index

1

16

31

46

2

17

32

47

3

18

33

48

4

19

34

49

5

20

35

50

6

21

36

51

7

22

37

52

8

23

38

53

9

24

39

54

10

25

40

55

11

26

41

56

12

27

42

57

13

28

43

58

14

29

44

59

15

30

45
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TelePresence Server のレイアウト
TelePresence Server には 4 つの異なるレイアウトがあり、すべてがシングル スクリーン エンドポイントでサポートされ、2 つはマルチ ス
クリーン エンドポイントでサポートされます。
レイアウト

名前
Single

説明
シングル スクリーン エンドポイント上：アクティブな発言者が 1 つの全画面ペインに表示されます。
マルチスクリーン エンドポイント上：アクティブな発言者のエンドポイントのすべての画面が全画面で表
示されます。

ActivePresence

シングル スクリーン エンドポイント上：アクティブな発言者が全画面に表示され、他の参加者はスクリー
ン下部にある同じサイズの最大 6 個のオーバーレイ ペインに表示されます。その他の参加者は参加
者オーバーフロー アイコンで示されます。
マルチスクリーン エンドポイント上：アクティブな発言者が全画面に表示され、他の参加者はスクリーン
下部にある同じサイズの最大 6 個のオーバーレイ ペインに表示されます。その他の参加者は参加者
オーバーフロー アイコンで示されます。

Prominent

Equal
OnePlusN layout
family

シングル スクリーン エンドポイント上：アクティブな発言者は 1 つの大きいペインに表示され、他の参
加者はスクリーン下部にある均等サイズの最大 6 個のペインに表示されます。その他の参加者は、表
示されていない参加者の数と一緒に、右下の参加者オーバーフロー アイコンで示されます。
シングル スクリーン エンドポイント上：会議の参加者は、同じサイズのペインのグリッド パターン（最大
4 X 4）で表示されます。
シングル スクリーン エンドポイント上：最大 12 個の小さなペインに囲まれた 1 つの大きな画面このレ
イアウトは「シングル」として開始されてから、参加者の人数に基づいて onePlus5、onePlus7、
onePlus9、onePlus12 と自動的に拡張していきます。
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ポート リファレンス
TelePresence Conductor では、さまざまなサービスおよび機能にさまざまな IP ポートおよびプロトコルが使用されます。次の表に、これ
らのサービスおよび機能をリストします。それぞれについて、使用されるデフォルトのポートとプロトコル、およびポートが着信または発信の
どちらの通信で使用されるかが示されています。
サービス/ 説明
機能
暗号化されたコマンド ライン管理に使用されます。
SSH

ローカル ポート

リモート ポート

プロトコル 方向

22

TCP

着信

NTP

UDP

発信

SNMPv2 ネットワーク管理に使用されます。

一時的な範囲の
UDP ポート
161

一時的な範囲の
TCP ポート
123

UDP

着信

SNMPv3 ネットワーク管理に使用されます

162

一時的な範囲の
UDP ポート
一時的な範囲の
TCP ポート
一時的な範囲の
TCP ポート
80

TCP

着信

TCP

着信

TCP

発信

一時的な範囲の
TCP ポート

TCP

inbound

一時的な範囲の
TCP ポート

443

TCP

発信

5060、5061、
または 5073
500

5060 または
5061
一時的な範囲の
UDP ポート
53

TCP
UDP

着信およ
び発信
着信

TCP

発信

514

TCP

発信

389

TCP

発信

システム時刻の更新に使用されます。

HTTP

Web 管理に使用されます（ポート 443 で HTTPS に転送）

80

HTTP

会議ブリッジとの非暗号化通信に使用されます

HTTPS

次で使用されます。

一時的な範囲の
TCP ポート
443

HTTPS



暗号化された Web 管理



Cisco VCS からの CPL 要求



アドホック コールに対する Unified CM からの XMLRPC API 要求



外部システムからの XML-RPC および REST API 要求

次で使用されます。

SIP
ISAKMP
DNS
Syslog
ログイン
認証



会議ブリッジとの暗号化通信



会議ブリッジの XML-RPC API を使用した暗号化通信

TelePresence Conductor の B2BUA を介した会議ブリッジへ
の SIP コールに使用されます。
PKI（Public Key Infrastructure）キー交換のためのクラスタ ピア
間での IPSec セキュア通信に使用されます。
DNS サーバに要求を送信するために使用されます。

一時的な範囲の
TCP ポート
リモート syslog サーバにメッセージを送信するために使用され 一時的な範囲の
ます。
TCP ポート
ログイン アカウントの認証用の LDAP サーバに接続するために 一時的な範囲の
使用されます。
TCP ポート

TelePresence Conductor クラスタで使用されるポートについては、関連する『Clustering Deployment Guide』を参照してください。


Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco Unified CM Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide



Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide
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イベント ログ リファレンス
ここでは、イベント ログに関する以下の参考情報を提供します。


「イベント ログ形式」では、イベント ログの構造について説明します。



「メッセージの詳細」には、イベント ログの message_details フィールド内に出現する可能性があるすべての要素が、それぞれの
説明とともに、それらが通常出現する順序でリストされています。

イベント ログ形式
イベント ログは、UNIX syslog 形式の拡張として表示されます。
date time process_name: message_details

値は次のとおりです。
フィールド
date
time
process_name

説明
メッセージが記録された現地の日付。
メッセージが記録された現地の時刻。
ログ メッセージを生成するプログラムの名前。次のようなものが含まれます。
 web（すべての Web ログインおよび設定イベント）

message_details



conferencefactory.controller



conferencefactory.switchboard

メッセージの本文（詳細については、「メッセージの詳細」（178 ページ）を参照）。

メッセージの詳細
イベント ログに出現するほとんどのメッセージについて、メッセージの本文が含まれている message_details セクションは、人間が読め
る多数の name=value というペアで構成されており、スペースで区切られています。
message_details フィールド内の最初の要素は、常に Level（該当する場合）および Event です。Event の後に、パラメータと対応する
値のリストがあります。最後の要素は常に UTCTime です。次の表で、これらの要素を説明します。
注：次に説明するイベントに加え、MARK 文字列を含んでいる syslog.info イベントは、非アクティブの状態が 1 時間経過するごとにログに
記録され、ロギングがまだアクティブであることを確認します。
名前
Level

説明
イベントの分類。以下のいずれかです。


[ERROR]：TelePresence Conductor のパフォーマンスに影響する状態が発生しましたが、ある程度機能し続けます。



[WARNING]：TelePresence Conductor のパフォーマンスに影響する可能性がある状態が発生しましたが、ある程度
機能し続けます。



[INFO]：情報メッセージ。



[DEBUG]：Cisco TAC エンジニアがデバッグに使用できる情報。

ログ メッセージが生成される原因となったイベント。
Event
イベントの詳細。
Detail
UTCTime イベントが発生した時刻（YYYY-MM-DD HH:MM:SS,SSS 形式の完全な UTC タイムスタンプを使用）。この形式を使用する
と、単純な ASCII テキストでのソートおよび順序付けで、自然に時間でソートできます。これは、標準 syslog タイムスタンプの
制限が理由で組み込まれています。
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デフォルト設定の復元
TelePresence Conductor を工場出荷時のデフォルト設定に復元することができます。オプションで、既存の IP 設定、および root アカウ
ントと管理者アカウントのパスワードを保持できます。
注意：この手順は元に戻すことができず、現在の設定は失われます。デフォルト設定を復元する前に設定のバックアップを作成することを
推奨します。
システムのデフォルト設定を復元するには、次の手順を実行します。
1.

SSH 接続またはシリアル接続を使用して、TelePresence Conductor に root としてログインします。

2.

「factory-reset」と入力します。

3.

次のテキストが表示されます。
*************************************************************************
Warning! This operation resets the unit to factory default settings!
*************************************************************************
To cancel operation before final confirmation press Ctrl+C
Keep option keys [YES/NO]?

4.

画面上の指示に従い、各オプションに対して必要に応じて YES または NO と入力します。

各オプションの説明を次の表に示します。
オプション
Keep option keys
Keep IP configuration
Keep ssh keys

説明
TelePresence Conductor は現在はオプション キーを使用しないため、YES または NO のいずれかを入力でき
ます。
YES と入力すると、システムの IPv4 アドレス、サブネット マスク、およびゲートウェイが保持されます。
YES と入力すると、システムの SSH ID が保持されます。システムが初期設定へのリセット前と同様にその他の
システムによって識別されるようにする場合は、これを行います。
注：システムの SSH ID を変更すると、その他のシステムがその ID をなりすましと見なす可能性があります。

Keep root and admin
passwords
Save log files

YES と入力すると、root アカウントと管理者アカウントの既存のパスワードが保持されます。
YES と入力すると、システム ログ ファイル（「イベント ログ」（119 ページ）および「設定ログ」（120 ページ）の最新の

ローテーションを含む）が ハード ディスクに保存され、必要に応じてシスコのカスタマー サポートが取得できます。
YES と入力すると、ユーザがシステムのハード ディスクを交換できるように、初期設定へのリセット プロセスが一時
停止します。このオプションは、シスコのカスタマー サポートからアドバイスされた場合にのみ選択してください。
Are you sure you want YES と入力すると、初期設定へのリセット プロセスが選択したオプションで開始されます。
to continue
初期設定へのリセット プロセスを中止するには、NO と入力します。
Replace hard disk
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ネットワーク全体でのコールの識別
コール タグ
コール タグは、Cisco TelePresence Conductor および Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco VCS）のネット
ワークを通過するコールを追跡するために使用される UUID です。Cisco VCS がコールを受信すると、すでに割り当てられているコール
タグが存在するかどうかを確認します。存在する場合は、Cisco VCS は既存のコール タグを使用します。存在しない場合は、新しいコール
タグをコールに割り当てます。その後、このコール タグは、コールが別の Cisco VCS または TelePresence Conductor に転送されると
きにコールの詳細に組み込まれます。コール タグの使用により、複数の Cisco VCS および TelePresence Conductor 間を通過する単
一のコールを同じコールとして識別できます。
注：コール タグは、Cisco TelePresence Video Communication Server バージョン X3.0 以降および Cisco TelePresence
Conductor のすべてのバージョンでサポートされます。コールが、Cisco VCS または TelePresence Conductor 以外のシステム、また
は以前のバージョンのソフトウェアを実行している Cisco VCS を通過すると、コール タグ情報は失われます。

パスワード暗号化
TelePresence Conductor で設定されるすべてのパスワードは暗号化形式で保存されます。これは、ユーザ名とパスワードが関連付けら
れている以下のような対象すべてに適用されます。


管理者アカウント



発信接続のクレデンシャル（必要に応じて TelePresence Conductor が別のシステムでの認証に使用）



LDAP サーバ（LDAP サーバにバインドするときに TelePresence Conductor が使用）

Web インターフェイスを使用してパスワードを入力または表示するときは、入力している文字の代わりにプレースホルダ文字（たとえば、
ご使用のブラウザに応じてドットやアスタリスク）が表示されます。

パスワードの最大長
パスワードが暗号化されている場合、元のプレーン テキスト バージョンのパスワードより多くの文字が使用されます。パスワードのタイプご
とに、入力できるプレーン テキスト文字の最大数、および CLI で表示される暗号化された文字の最大数を、次の表に示します。
パスワード タイプ
管理者アカウント
発信接続のクレデンシャル
LDAP サーバ

プレーン テキスト文字の最大数
1024
128
60
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フラッシュ ステータス ワード参照テーブル
フラッシュ ステータス ワードは、NTP サーバの同期の問題を診断するために使用されます。
これは、ntpq プログラムの rv コマンドで表示されます。これは、以下のように、16 進数でコーディングされた多数のビットで構成されてい
ます。
コード
0001
0002
0004
0008
0010
0020
0040
0080
0100
0200
0400
0800
1000

タグ
TEST1
TEST2
TEST3
TEST4
TEST5
TEST6
TEST7
TEST8
TEST9
TEST10
TEST11
TEST12
TEST13

メッセージ
pkt_dup
pkt_bogus
pkt_unsync
pkt_denied
pkt_auth
pkt_stratum
pkt_header
pkt_autokey
pkt_crypto
peer_stratum
peer_dist
peer_loop
peer_unreach

説明
重複パケット
偽造パケット
サーバが同期していない
アクセス拒否
認証エラー
無効な飛びまたはストラタム
ヘッダー距離超過
Autokey シーケンスのエラー
Autokey プロトコルのエラー
無効なヘッダーまたはストラタム
距離のしきい値超過
同期ループ
到達不能または未選択

アラーム カテゴリ
次の表に、TelePresence Conductor で発生する可能性があるアラーム カテゴリをリストします。各アラームは 5 桁のアラーム ID で識
別されます。アラーム ID の最初の 2 桁により、アラームは次のように分類されます。
アラーム ID のプレフィックス
10nnn
15nnn
20nnn
25nnn
30nnn
35nnn
40nnn
50nnn
55nnn

カテゴリ
ハードウェアに関する問題
ソフトウェアに関する問題
クラスタに関する問題
ネットワークおよびネットワーク サービスの設定
ライセンス/リソース/オプション キー
外部アプリケーションおよびサービス（ポリシー サービス や LDAP/AD 設定など）
セキュリティに関する問題（証明書、パスワード、安全でない設定など）
全般的な TelePresence Conductor 設定に関する問題
B2BUA に関する問題

アラーム リスト
次の表に、TelePresence Conductor で発生する可能性があるアラームをリストします。
説明
ソリューション
ID
15001 The application watchdog has recently attempted to recover the 詳細についてはイベント ログを確認してください
system from a system hang（アプリケーション ウォッチドッグは、最近
システムをシステム ハングから回復しようとしました）：アプリケーション
ウォッチドッグは、最近このピアを再起動することによりシステムをシステ
ム ハングから回復しようとしました。問題が解決しない場合は、シスコの
サポート担当者に連絡してください
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説明
ID
15002 Application watchdog has given up trying to bring service back
（アプリケーション ウォッチドッグがサービスの回復を試みましたが、断
念しました）：アプリケーション ウォッチドッグがハングしたサービスを自
動的に回復するためにシステムを数回再起動しましたが、システムは回
復しませんでした。シスコのサポート担当者に連絡してください
15003 Application watchdog is disabled（アプリケーション ウォッチドッグが
無効になっています）：アプリケーション ウォッチドッグが無効になってい
ます。重大なエラーからの回復が無効になっています
20001 Recovering from network partition（ネットワーク パーティションから
回復しています）：ネットワーク パーティションまたはシステムの再起動
が発生し、到達可能なピアの数が変更されました。Recovering data
（データを回復しています）：これが発生している間はどのサービスも使
用できません
20002 Peers out of reach（ピアに到達できません）：1 つ以上のピアに到達で
きません
30008 Invalid release key（無効なリリース キー）：リリース キーが無効です。
有効なキーがない場合は、シスコのサポート担当者に連絡してください
40003 Conferencing functionality disabled（会議機能は無効です）：root ユー
ザがデフォルト パスワードを設定し、会議機能が無効になっています
40005 Conferencing functionality disabled（会議機能は無効です）：管理者
ユーザがデフォルト パスワードを設定し、会議機能が無効になっています
50001 Incompatible role type（互換性がないロール タイプ）：会議エイリアス
または自動ダイヤル参加者が、関連付けられている会議テンプレートと
互換性がないロール タイプを持っています

ソリューション
システムをリブートし、ネットワークとクラスタリングの設
定を確認し、アラームがあれば修正してください

50010 Invalid JSON found（無効な JSON が見つかりました）：
TelePresence MCU の会議テンプレートに無効な JSON があります

すべての会議テンプレートの JSON が有効であることを
確認してください。ログを確認し、無効な JSON がある
レコードを特定してください

ウォッチドッグを有効にするか、またはリブートしてください

お待ちください。このプロセスには 5 分以上はかからな
いはずです

ピアのアドレスが正しいこと、およびネットワークが完全
に機能していることを確認してください
リリース キーを追加してください
root パスワードの変更手順を確認してください

会議機能を有効にするために管理者パスワードを変更
します
すべての会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者が
有効なロール タイプとテンプレートを持っていることを確
認してください。ログを確認し、無効なロールがあるレ
コードを特定してください
50002 No conference bridges configured（設定されている会議ブリッジが 会議ブリッジ プールが作成されていること、およびその
ありません）：定義されている会議ブリッジがありません。TelePresence プールに尐なくとも 1 つの会議ブリッジが含まれている
ことを確認してください
Conductor は動作しません
50004 No conference templates（会議テンプレートがありません）：設定され 会議テンプレートを作成してください
ている会議テンプレートがありません。TelePresence Conductor は動
作しません
50005 A conference bridge appears to be in a network partition（会議ブ ネットワーク障害を調べてください
リッジがネットワーク パーティション状態の可能性があります）：設定され
ている 1 つ以上の会議ブリッジの一部のピアには到達できますが、す
べてのピアには到達できません。ネットワーク パーティションにより、こ
の会議ブリッジへの通信が停止していると考えられます
50006 One or more conference bridges unusable（1 つ以上の会議ブリッ アドレス、ユーザ名、およびパスワードが正しいこと、お
よび会議ブリッジに到達できることを確認してください
ジが使用不可です）：1 つ以上の会議ブリッジのステータスが
「Unusable」です
50007 Invalid regex found（無効な正規表現が見つかりました）：会議エイリア すべての会議エイリアスおよび自動ダイヤル参加者の
正規表現が有効であることを確認してください。ログを確
スまたは自動ダイヤル参加者に無効な正規表現があります
認し、無効な正規表現があるレコードを特定してください
conferenceName、maximumVideoPorts、
50008 Prohibited TelePresence MCU parameter set（禁止されている
TelePresence MCU パラメータが設定されています）：TelePresence reservedVideoPorts、numericId、guestNumericId
MCU に送信されると会議に障害が発生する詳細パラメータが設定され の各会議ブリッジ パラメータをすべての会議テンプレー
トから削除してください
ています。
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説明
ID
50011 All conference bridges unusable or in 'Busy out' state（すべての会議
ブリッジが使用不可、または「Busy out」状態です）：すべての会議ブリッジ
のステータスが、「Unusable」または「Busy out」のいずれかです
50012 Discouraged TelePresence MCU parameter set（推奨されない
TelePresence MCU パラメータが設定されています）：TelePresence
MCU に送信されると会議に障害が発生する可能性がある詳細パラメー
タが設定されています。
50013 Empty conference bridge pool（空の会議ブリッジ プール）：アクティ
ブな会議ブリッジ プールに会議ブリッジが含まれていません
50016 Conflict between conference alias and Call Policy prefix（会議エ
イリアスとコール ポリシー プレフィックスの間の競合）：会議エイリアスが
コール ポリシー プレフィックスと競合しています
50017 TelePresence MCU resource warning（TelePresence MCU リソー
スの警告）：TelePresence MCU ポート使用量がフル キャパシティに近
づいているか、または達しました
50018 Conference bridge type mismatch（会議ブリッジ タイプの不一致）：
会議ブリッジの会議ブリッジ タイプが、属しているプールの会議ブリッジ
タイプとは異なります
50019 Service Preference mismatch（サービス設定の不一致）：サービス設定
に、複数の会議ブリッジ タイプの会議ブリッジ プールが含まれています
50020 Unlinked conference bridge address（リンク解除された会議ブリッジ
アドレス）：会議ブリッジ アドレスが存在しない会議ブリッジに関連付けら
れています
50021 Unlinked auto-dialed participant（リンク解除された自動ダイヤル参
加者）：自動ダイヤル参加者に関連付けられた会議テンプレートがありま
せん
50022 Unlinked alias（リンク解除されたエイリアス）：会議エイリアスに関連付
けられた会議テンプレートがありません
50023 Invalid regex in conference alias（会議エイリアスに無効な正規表現
があります）：会議エイリアスに無効な正規表現が含まれています
50024 Invalid Service Preference（無効なサービス設定）：サービス設定に関
連付けられた会議ブリッジ プールがありません
50025 Unlinked conference bridge（リンク解除された会議ブリッジ）：会議ブ
リッジがプール内にありません
50026 Invalid regex in auto-dialed participant（自動ダイヤル参加者に無
効な正規表現があります）：自動ダイヤル参加者に無効な正規表現が含
まれています
50027 Unlinked Service Preference（リンク解除されたサービス設定）：サー
ビス設定に存在しない会議ブリッジ プールが関連付けられています
50028 Conference bridge has no address linked to it（会議ブリッジにリン
クされたアドレスがありません）：会議ブリッジをアドレスにマッピングする
ときにエラーが発生しました
50029 Conflict between conference alias and conference bridge dial
plan prefix（会議エイリアスと会議ブリッジのダイヤル プランのプレ
フィックスの間の競合）：会議エイリアスが会議ブリッジのダイヤル プラン
のプレフィックスと競合しています
50030 No Service Preferences（サービス設定がありません）：定義されてい
るサービス設定がありません。TelePresence Conductor は動作しま
せん
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ソリューション
会議ブリッジの設定、アドレス、ユーザ名、およびパス
ワードが正しいこと、および会議ブリッジに到達できるこ
とを確認してください。会議ブリッジが管理上有効になっ
ていることを確認してください。
すべての会議テンプレートから推奨されないパラメータ
を削除してください

アクティブな会議ブリッジ プールごとに、尐なくとも 1 つ
の会議ブリッジを追加してください
ダイヤル プランを確認し、競合している会議エイリアス
またはコール ポリシー プレフィックスのいずれかを変更
してください
TelePresence MCU を追加してください

プール内のすべての会議ブリッジがプール自体と同じ会
議ブリッジ タイプであることを確認してください
サービス設定内のすべてのプールの会議ブリッジ タイ
プが同じであることを確認してください
会議ブリッジアドレスが有効な会議ブリッジに関連付け
られていることを確認してください
リンク解除された自動ダイヤル参加者に有効な会議テ
ンプレートを追加してください
リンク解除されたエイリアスに有効な会議テンプレートを
追加してください
会議エイリアスの正規表現が有効であることを確認して
ください
サービス設定に尐なくとも 1 つの会議ブリッジ プールを
追加してください
リンク解除された会議ブリッジを会議ブリッジのリストか
ら削除してください
自動ダイヤル参加者の正規表現が有効であることを確
認してください
リンク解除されたサービス設定に有効な会議ブリッジ
プールを追加してください
会議ブリッジにアドレスがリンクされていることを確認し
てください
ダイヤル プランを確認し、競合している会議エイリアス
または会議ブリッジのダイヤル プランのプレフィックスの
いずれかを変更してください。
サービス設定を作成してください

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先
説明
ID
50031 A pool doesn't belong to a Service Preference（プールがサービス
設定に属していません）：プールがサービス設定に属していません
50032 Too many auto-dialed/reserved participants for the conference
template（会議テンプレートの自動ダイヤル参加者または予約参加者
が多すぎます）：会議テンプレートの自動ダイヤル参加者または予約参
加者が多すぎます。この会議は作成できません。
50034 Duplicate conference bridge dial plan prefix（会議ブリッジのダイヤ
ル プランのプレフィックスの重複）：会議ブリッジのダイヤル プランのプ
レフィックスは一意である必要があります
50035 TelePresence MCUs exceed capacity（TelePresence MCU がキャ
パシティを超えています）：使用可能な TelePresence MCU リソースが
不十分であるため、会議を作成できません
50036 Duplicate conference template（重複する会議テンプレート）：重複す
る名前を持つ会議テンプレートが存在します
50037 Duplicate conference bridge pool（重複する会議ブリッジ プール）：
重複する名前を持つ会議ブリッジ プールが存在します
50038 Duplicate conference alias（重複する会議エイリアス）：重複する名前
を持つ会議エイリアスが存在します
50039 Duplicate conference bridge Service Preference（重複する会議ブ
リッジ サービス設定）：重複する名前を持つ会議ブリッジ サービス設定
が存在します
50041 Duplicate auto dialed participant（重複する自動ダイヤル参加者）：
重複する名前を持つ自動ダイヤル参加者が存在します
50042 TelePresence Server device resource warning（TelePresence
Server デバイス リソースの警告）：個別の TelePresence Server のデ
バイス使用量がフル キャパシティに近づいているか、または達しました
50043 TelePresence Servers exceed capacity（TelePresence Server が
キャパシティを超えています）：使用可能な TelePresence Server リ
ソースが不十分であるため、会議を作成できません
50044 Duplicate quality setting（重複する品質設定）：すべての品質設定に
固有の記述が必要です
50045 Unlinked conference template quality（リンク解除された会議テンプ
レート品質）：会議テンプレートが不明な品質を参照しています
50046 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：TelePresence MCU の場合、[Provision for multiscreen] は
「No」に設定する必要があります
50047 Unlinked auto-dialed participant quality（リンク解除された自動ダイ
ヤル参加者品質）：自動ダイヤル参加者が不明な品質を参照しています
50049 Invalid auto-dialed participant configuration（無効な自動ダイヤル
参加者設定）：TelePresence MCU の場合、[Provision for
multiscreen] は「No」に設定する必要があります
50050 No qualities（品質なし）：品質が設定されていません
50051 Invalid auto-dialed participant configuration（無効な自動ダイヤル
参加者設定）：TelePresence MCU の自動ダイヤル参加者の最大品質
は 1 トークンである必要があります
50052 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：TelePresence MCU の会議テンプレートの最大品質は 1 トーク
ンである必要があります
50053 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：すべての TelePresence Server 会議テンプレートに有効なコン
テンツ品質が指定されている必要があります
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ソリューション
すべてのプールが尐なくとも 1 つのサービス設定に属し
ていることを確認してください
この会議で許可される参加者の最大数を大きくするか、
またはこのテンプレートに関連付けられている自動ダイ
ヤル参加者または予約参加者を一部削除してください。
会議ブリッジのダイヤル プランのプレフィックスがすべて
一意であることを確認してください
TelePresence MCU を追加するか、または使用するリ
ソースが尐なくなるように会議テンプレートを再設定して
ください
すべての会議テンプレートに一意の名前が付いているこ
とを確認してください
すべての会議ブリッジ プールに一意の名前が付いてい
ることを確認してください
すべての会議エイリアスに一意の名前が付いていること
を確認してください
すべての会議ブリッジ サービス設定に一意の名前が付
いていることを確認してください
すべての自動ダイヤル参加者に一意の名前が付いてい
ることを確認してください
TelePresence Server を追加してください

使用するリソースが尐なくなるように会議テンプレートを
再設定するか、または TelePresence Server を追加し
てください
すべての品質設定に固有の記述があることを確認してく
ださい
既存の品質を参照するようにすべての会議テンプレート
を再設定してください
TelePresence MCU を対象としたすべての会議テンプ
レートでは、[Provision for multiscreen] を「No」に設
定してください
既存の品質を参照するようにすべての自動ダイヤル参
加者を再設定してください
TelePresence MCU を対象としたすべての自動ダイヤ
ル参加者では、[Provision for multiscreen] を「No」に
設定してください
尐なくとも 1 つの品質を設定してください
TelePresence MCU のすべての自動ダイヤル参加者
の最大品質が 1 トークンであることを確認してください
すべての TelePresence MCU 会議テンプレートの最
大品質が 1 トークンであることを確認してください
すべての TelePresence Server 会議テンプレートに有
効なコンテンツ品質が設定されていることを確認してくだ
さい

Cisco TelePresence Conductor 管理者ガイド

参照先
説明
ID
50054 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：すべての会議テンプレートにホストとゲスト両方の品質が設定さ
れている必要があります
50055 Invalid auto-dialed participant configuration（無効な自動ダイヤル
参加者設定）：すべての自動ダイヤル参加者に最大品質が設定されて
いる必要があります
50056 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：すべての会議テンプレートにコンテンツ品質が設定されている必
要があります
50057 Invalid conference template configuration（無効な会議テンプレート
設定）：すべての TelePresence MCU 会議テンプレートでコンテンツ品
質が「Off」に設定されている必要があります
50058 Duplicate conference bridge name（重複する会議ブリッジ名）：すべ
ての会議ブリッジに一意の名前が付いている必要があります
50061 Endpoint has no associated codec（エンドポイントにコーデックが関
連付けられていません）：エンドポイントがコーデックなしで設定されてい
ます
50062 Endpoint name not unique（エンドポイント名が一意でありません）：エ
ンドポイントが一意でない名前で設定されています
50063 Missing endpoint for endpoint codec（エンドポイント コーデックにエ
ンドポイントが欠落しています）：エンドポイント コーデックが関連付けら
れたエンドポイントなしで設定されています
50064 Endpoint codec order is not unique（エンドポイント コーデック順序
が一意でありません）：エンドポイント コーデックが一意でない順序で設
定されています
50065 Unlinked endpoint codec（リンク解除されたエンドポイント コーデッ
ク）：エンドポイント コーデックが不明なエンドポイントに対して設定されて
います
50066 Conductor does not have exclusive access to conference bridge
（Conductor に会議ブリッジに対する専用アクセスがありません）：会議
ブリッジが Conductor をバイパスして直接アクセスされています

ソリューション
すべての会議テンプレートにホストとゲスト両方の品質
が設定されていることを確認してください
すべての自動ダイヤル参加者に最大品質が設定されて
いることを確認してください
すべての会議テンプレートにコンテンツ品質が設定され
ていることを確認してください
すべての TelePresence MCU 会議テンプレートのコン
テンツ品質が「Off」 に設定されていることを確認してくだ
さい
すべての会議ブリッジに一意の名前が付いていることを
確認してください
すべてのエンドポイントに尐なくとも 1 つのコーデックが
関連付けられていることを確認してください
すべてのエンドポイントを一意の名前で設定してください
すべてのエンドポイント コーデックが既知のエンドポイン
トに対して設定されていることを確認してください
エンドポイントに関連付けられたすべてのエンドポイント
コーデックに一意の順序が付いていることを確認してく
ださい
すべてのエンドポイント コーデックが既知のエンドポイン
トに対して設定されていることを確認してください

「Peers out of reach」というアラームが発生する場合
は、最初にこれに対処してください。または、すべての
ユーザが Conductor を介して会議にアクセスしてい
て、会議ブリッジを介して直接アクセスしていないことを
確認してください。
50067 Conference template is not linked to a Service Preference（会議 既存のサービス設定を使用するように会議テンプレート
テンプレートがサービス設定にリンクされていません）：会議テンプレート を設定するか、またはこの会議テンプレートの新しい
サービス設定を追加してください
のサービス設定が見つかりません
プールに TelePresence MCU を追加してください
50068 TelePresence MCU pool resource warning（TelePresence MCU
プール リソースの警告）：TelePresence MCU プールのポート使用量
がフル キャパシティに近づいているか、または達しました
[lastChairmanLeavesDisconnect] が [true] に設定さ
50069 'Keep conference alive' setting will be ignored（[Keep
conference alive] 設定は無視されます）：会議テンプレートでパラメー れている会議テンプレートで [Keep conference alive]
タ [lastChairmanLeavesDisconnect] が [Yes] に設定されている場合 が [No] に設定されていることを確認してください。
は、自動ダイヤル参加者の場合 [Keep conference alive] は無視され
ます
50070 TelePresence MCU pool exceeds capacity（TelePresence MCU プールに TelePresence MCU を追加するか、または
プールがキャパシティを超えています）：プールで使用可能な
使用するリソースが尐なくなるように会議テンプレートを
TelePresence MCU リソースが不十分であるため、会議を作成できま 再設定してください
せん
プールに TelePresence Server を追加してください
50071 TelePresence Server pool resource warning（TelePresence
Server プール リソースの警告）：TelePresence Server プールのリ
ソース使用量がフル キャパシティに近づいているか、または達しました
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参照先
説明
ID
50072 TelePresence Server pool exceeds device capacity
（TelePresence Server プールがデバイス キャパシティを超えていま
す）：プールで使用可能な TelePresence Server デバイス リソースが
不十分であるため、会議を作成できません
50073 Conference bridge address not set（会議ブリッジのアドレスが設定
されていません）：会議ブリッジがアドレスなしで設定されています。
50074 Invalid JSON found（無効な JSON が見つかりました）：自動ダイヤル
参加者に無効な JSON が設定されています
50075

50076

50077

50078

50080
50082

50084

50085

50088
50089

50090

50091

ソリューション
プールに TelePresence Server を追加するか、または
使用するリソースが尐なくなるようにプールに関連付け
られている会議テンプレートを再設定してください

会議ブリッジのアドレスを設定するか、または
Conductor からその会議ブリッジを削除してください。
すべての自動ダイヤル参加者の JSON が有効である
ことを確認してください。ログを確認し、無効な JSON が
あるレコードを特定してください
Invalid auto-dialed participant parameter set, which may cause すべての自動ダイヤル参加者から、
auto-dialed participant to fail（無効な自動ダイヤル参加者パラメータ layoutControlEnabled、linkType、
が設定されており、自動ダイヤル参加者の障害が発生する可能性があ participantProtocol、password の各パラメータを削
ります）：自動ダイヤル参加者の自動ダイヤル参加者パラメータ設定に 除してください
より、会議ブリッジに送信されると自動ダイヤル参加者の障害が発生す
る可能性があります
Invalid auto-dialed participant parameter set, which may cause すべての自動ダイヤル参加者から、autoConnect、
auto-dialed participant to fail（無効な自動ダイヤル参加者パラメータ deferConnection、participantName、
が設定されており、自動ダイヤル参加者の障害が発生します）：自動ダ conferenceName、address、addAsGuest、
イヤル参加者の自動ダイヤル参加者パラメータ設定により、会議ブリッ autoDisconnect、dtmfSequence の各パラメータを削
ジに送信されると自動ダイヤル参加者の障害が発生します
除してください
A conference bridge is reporting zero available resource（会議ブ 会議ブリッジのライセンスが正しいことを確認してください
リッジが使用可能リソースがゼロであると報告しています）：会議ブリッジ
が使用可能リソースがゼロであると報告していますこれは会議ブリッジ
を使用できないことを意味します。
Quality setting has no audio quality level（品質設定に音声品質レベ すべての品質設定で音声品質レベルが設定されている
ルがありません）：音声品質レベルが選択されていないため、品質設定 ことを確認してください
を使用できません
Invalid Location reference（無効なロケーション参照）：ロケーションで すべてのロケーションが、存在する会議テンプレートを
参照していることを確認してください
不明な会議テンプレートを参照しています
Conference bridge type mismatch（会議ブリッジ タイプの不一致）： サービス設定からプールを削除するか、またはプールお
よびその会議ブリッジの会議ブリッジ タイプを変更してく
間違った会議ブリッジ タイプのプールがサービス設定にあります
ださい。
Quality setting has no video quality（品質設定にビデオ品質がありま すべての品質設定でビデオ品質レベルが設定されてい
せん）：ビデオ品質レベルが選択されていないため、品質設定を使用で ることを確認してください
きません
Invalid quality level for audio or video quality（音声またはビデオの 有効な音声およびビデオの品質レベルを持つように品
品質に対するの品質レベルが無効です）：音声品質またはビデオ品質の 質設定を再設定してください
いずれかに対して選択されている品質レベルは有効ではありません
Invalid Location reference（無効なロケーション参照）：ロケーションで すべてのロケーションで既知の IP アドレスが参照され
ていることを確認してください
不明な IP アドレスを参照しています
Incomplete Location（不完全なロケーション）：アドホック IP アドレスを アドホック IP アドレスを持つすべてのロケーションに、関
持つロケーションに関連付けられたアドホック テンプレートがありません 連付けられたアドホック テンプレートもあることを確認し
てください
A Location without a rendezvous IP address（ランデブー IP アドレ 会議タイプ「ランデブー」のすべてのロケーションが、ラン
スがないロケーション）：会議タイプ「ランデブー」のロケーションが、ラン デブー IP アドレスを使用して設定されていることを確認
してください
デブー IP アドレスなしで設定されています
A Location without an ad hoc IP address（アドホック IP アドレスが 会議タイプ「アドホック」のすべてのロケーションが、アド
ないロケーション）：会議タイプ「アドホック」のロケーションが、アドホック ホック IP アドレスを使用して設定されていることを確認
してください
IP アドレスなしで設定されています
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参照先
説明
ID
50092 Conference template with invalid primary advanced template
parameters（無効なプライマリ詳細テンプレート パラメータがある会議
テンプレート）：会議テンプレートが、誤った会議ブリッジ タイプに関連す
るプライマリ詳細テンプレート パラメータで設定されています
50094 A Location with an incorrect template（誤ったテンプレートを使用し
たロケーション）：会議タイプが「アドホック」のロケーションが、レクチャー
タイプのアドホック テンプレートを使用して設定されています
50095 Conference template with invalid cascade advanced template
parameters（無効なカスケード詳細テンプレート パラメータがある会議
テンプレート）：会議テンプレートが、誤った会議ブリッジ タイプに関連す
るカスケード詳細テンプレート パラメータで設定されています
50096 Conference bridge without a conference bridge pool（会議ブリッ
ジ プールのない会議ブリッジ）：会議ブリッジ プールに属していない会議
ブリッジが存在します
50097 Duplicate Location name（重複するロケーション名）：複数のロケー
ションが同じ名前で設定されています
50098 Auto-dialed participant with invalid cascade advanced template
parameters（無効なカスケード詳細テンプレート パラメータがある自動
ダイヤル参加者）：自動ダイヤル参加者が、誤った会議ブリッジ タイプに
関連する詳細テンプレート パラメータを参照しています
50099 TelePresence Server pool exceeds license capacity
（TelePresence Server プールがライセンス キャパシティを超えていま
す）：プールで使用可能な TelePresence Server ライセンス リソースが
不十分であるため、会議を作成できません
50100 Unreferenced conference template（参照されていない会議テンプ
レート）：会議テンプレートが、エイリアスまたはロケーションのいずれで
も参照されていません。
50101 TelePresence Server license resource warning（TelePresence
Server ライセンス リソースの警告）：個別の TelePresence Server の
ライセンス使用量がフル キャパシティに近づいているか、または達しま
した
50102 TelePresence Server's license capacity exceeded（TelePresence
Server のライセンス キャパシティを超過しています）：個別の
TelePresence Server のライセンス リソースが、会議を作成するのに
不十分です
50103 Corrupted internal field（破損した内部フィールド）：文字種使用時に内
部フィールドが破損しました。これにより会議に参加できない可能性があ
ります。
50104 TelePresence Server pool license resource warning
（TelePresence Server プールのライセンス リソースの警告）：
TelePresence Server プールのライセンス使用量がフル キャパシティ
に近づいているか、または達しました
50106 Invalid type of Location for conference bridge pool（会議ブリッジ
プールのロケーションのタイプが無効です）：会議ブリッジ プールは、タイ
プが [Ad hoc] ではなく [Rendezvous] または [Both] であるロケーショ
ンを参照する必要があります
50107 Conference bridge pool has invalid Location（会議ブリッジ プール
に無効なロケーションがあります）：会議ブリッジ プールに存在しないロ
ケーションが関連付けられています
50108 Conference template of type 'lecture' is missing an alias（タイプ
[lecture] の会議テンプレートにエイリアスがありません）：タイプ
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ソリューション
すべての会議テンプレートが、テンプレートの会議ブリッ
ジ タイプと一致するプライマリ詳細テンプレート パラメー
タを持っていることを確認してください
会議タイプ「アドホック」のすべてのロケーションが、会議
タイプのアドホック テンプレートを使用して設定されてい
ることを確認してください
すべての会議テンプレートが、テンプレートの会議ブリッ
ジ タイプと一致するカスケード詳細テンプレート パラ
メータを持っていることを確認してください
すべての会議ブリッジが会議ブリッジ プールに属してい
ることを確認してください
すべてのロケーションに一意の名前が付いていることを
確認してください
すべての自動ダイヤル参加者が、その自動ダイヤル参
加者に関連付けられたテンプレートの会議ブリッジ タイ
プと一致する詳細テンプレート パラメータを参照してい
ることを確認してください
プールに TelePresence Server を追加するか、プール
内の TelePresence Server にライセンスを追加するか、
または使用するリソースが尐なくなるようにプールに関連
付けられている会議テンプレートを再設定してください
すべての会議テンプレートが、エイリアスまたはロケーショ
ンのいずれかで参照されていることを確認してください
TelePresence Server を追加するか、またはプール内の
TelePresence Server にライセンスを追加してください

TelePresence Server を追加するか、プール内の
TelePresence Server にライセンスを追加するか、ま
たは使用するリソースが尐なくなるようにプールに関連
付けられている会議テンプレートを再設定してください
ログを確認し、フィールドで文字種が破損したレコードを
特定してください。これらのレコードを削除し、再度追加
してください。
プールに TelePresence Server を追加するか、または
プール内の TelePresence Server にライセンスを追加
してください
関連する会議ブリッジ プールのロケーションを変更また
は削除してください

関連する会議ブリッジ プールのロケーションを変更また
は削除してください
対応する会議テンプレートに「ホスト」または「ゲスト」
ロールのエイリアスを追加するか、またはテンプレートを
削除してください
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ID

50109
50110
50111

50112

50113

説明
[lecture] の会議テンプレートが、「ホスト」または「ゲスト」のいずれの
ロールのエイリアスでも参照されていません
Incorrectly configured Location（誤って設定されたロケーション）：会議
ブリッジが、トランク IP アドレスを持たないロケーションを参照しています
Conflicting codec addresses（コーデック アドレスの競合）：複数の事前
設定エンドポイント コーデックの IP アドレスまたは FQDN が同じです。
Old TelePresence MCU version configured（古い TelePresence
MCU バージョンが設定されています）：TelePresence MCU がソフト
ウェア バージョン 4.3 以下で設定されています。一部の機能はサポート
されません。
Old TelePresence Server version configured（古い TelePresence
Server バージョンが設定されています）：TelePresence Server がソフ
トウェア バージョン 4.1 以下で設定されています。一部の機能はサポー
トされません。
Invalid JSON found（無効な JSON が見つかりました）：
TelePresence Server の会議テンプレートに無効な JSON があります

50114 Discouraged TelePresence Server parameter set（推奨されない
TelePresence Server パラメータが設定されています）：
TelePresence Server に送信されると会議に障害が発生する可能性
がある詳細パラメータが設定されています。
50115 Prohibited TelePresence Server parameter set（禁止されている
TelePresence Server パラメータが設定されています）：
TelePresence Server に送信されると会議に障害が発生する詳細パラ
メータが設定されています。
50116 Duplicate conference bridge（重複する会議ブリッジ）：同じ会議ブリッ
ジが TelePresence Conductor に複数回追加されています
50117 Conference bridge missing Encryption feature key（会議ブリッジに
暗号化機能キーがありません）：1 つ以上の会議ブリッジに暗号化機能
キーがありません。これは、すべての TelePresence Conductor
B2BUA リンクに必要です。
50118 Call control destination not reachable（コール制御宛先に到達でき
ません）：尐なくとも 1 つのコール制御トランク宛先に到達できません。

ソリューション

会議ブリッジ プールで参照されているすべてのロケーショ
ンにトランク IP アドレスがあることを確認してください
すべての事前設定エンドポイント コーデックの IP アドレス
または FQDN の値が一意であることを確認してください。
TelePresence MCU を最新のソフトウェア バージョン
にアップグレードしてください

TelePresence Server を最新のソフトウェア バージョン
にアップグレードしてください

すべての会議テンプレートの JSON が有効であることを
確認してください。ログを確認し、無効な JSON がある
レコードを特定してください
すべての会議テンプレートから推奨されないパラメータ
を削除してください。

すべての会議テンプレートから禁止されているパラメー
タを削除してください。

すべての会議ブリッジが一意であることを確認してください
シスコのサポート担当者に連絡してください。
注：暗号化キーは、TelePresence Server バージョン
4.2 以降を使用する場合は不要です。この場合、アラー
ムは発生しません。

障害があったコール制御宛先をイベント ログで調べ、
TelePresence Conductor の [Location] ページでそ
の設定を確認してください。
Personal Multiparty ライセンスでプロビジョニングされ
50119 Personal Multiparty ライセンスが割り当てられているホスト数が、
Conductor クラスターにインストールされているライセンスの数を超えて ているユーザの数を削減するか、または [Option keys]
います。
ページで Personal Multiparty ライセンスを追加インス
トールしてください。
50120 過去 60 日間で、Shared Multiparty ライセンスを同時に使用した会議 Shared Multiparty ライセンスを使用する会議の数を削
の数が、インストールされているライセンスの数を超えました。
減するか、または [Options key] ページで Shared
Multiparty ライセンスを追加インストールしてください。
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コマンド リファレンス：TLS スイートと暗号スイート用の xConfiguration
注 ：以下で説明する xConfiguration TLS と Cipher Suite コマンドのみを使用することが重要です。他の xConfiguration コマンドを使用
することもできますが、これらのコマンドは製品を誤設定する可能性があるため、シスコ サポートがそうするようにアドバイスした場合にの
み使用してください。
設定の個々の項目を設定および変更するには、xConfiguration グループのコマンドを使用します。各コマンドは、メインの要素と、その
後に続く 1 つ以上のサブ要素から構成されます。
既存の設定に関する情報を取得するには、次のように入力します。


xConfiguration：現在のすべての設定を返します



xConfiguration <element>：その要素とそのすべてのサブ要素の設定を返します



xConfiguration <element> <subelement>：そのサブ要素の設定を返します

各 xConfiguration コマンドの使用に関する情報を取得するには、次のように入力します。


xConfiguration ?：xConfiguration コマンドで使用可能なすべての要素のリストを返します



xConfiguration ??：xConfiguration コマンドで使用可能なすべての要素のリストと、各要素の値空間、説明、およびデフォルト

値を返します


xConfiguration <element> ?：使用可能なすべてのサブ要素とそれらの値空間、説明、およびデフォルト値を返します



xConfiguration <element> <sub-element> ?：使用可能なすべてのサブ要素とそれらの値空間、説明、およびデフォルト値を

返します
設定項目を設定するには、コマンドを次のように入力します。次の表記法を使用して、各コマンドに有効な値を山カッコ内に示し、その後に
各コマンドを示します。
表 8：CLI リファレンスで使用するデータ表記法
書式
意味
<0..63>
整数値が必要であることを示します。数値は最小値と最大値を示しています。この例では、0 ～ 63 の範囲内の値
にする必要があります。
<S: 7,15>

S は引用符で囲まれた文字列値が必要であることを示します。数値は文字列の最小文字数と最大文字数を示しま
す。この例では、文字列の長さを 7 ～ 15 文字にする必要があります。

<Off/Direct/Indirect> コマンドの有効な一連の値を示します。値は引用符で囲まないでください。
角カッコはこの特定の項目を複数設定できることを示します。各項目には示された範囲内のインデックスが割り当
[1..50]
てられます。
たとえば、IP Route [1..50] Address <S: 0,39> は最大 50 の IP ルートを指定でき、各ルートには最大 39
文字の長さのアドレスが必要であることを意味します。
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xConfiguration コマンド
次の表に TLS スイートと暗号スイートに使用可能な xConfiguration コマンドのリストを示します。
表 9 TLS スイートと暗号スイートの xConfiguration CLI リファレンス
Ciphers HTTPSCiphers Value: <S:0,2048>
HTTPS 暗号スイートを「OpenSSL 暗号方式」の形式で使用するように指定します
（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照してください）。
デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL
例：xConfiguration Ciphers HTTPSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL"
Ciphers HTTPSProtocol Value: <S:minTLSv1.0, minTLSv1.1, minTLSv1.2>
HTTPS TLS プロトコルの最小バージョンを指定します。次のいずれか 1 つの文字列になります。



minTLSv1.0



minTLSv1.1



minTLSv1.2

デフォルト：minTLSv1.2
例：xConfiguration Ciphers HTTPSProtocol Value: "minTLSv1.2"
Ciphers OutboundHTTPSCiphers Value: <S:0,2048>
アウトバウンド HTTPS 接続（つまり、ブリッジへの接続とフィードバック受信者用）に指定する暗号を「OpenSSL 暗号」形式で指定します
（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT を参照）。
デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL
例：xConfiguration Ciphers OutboundHTTPSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL"
Ciphers outbound_HTTPS_TLS_versions Value: <TLSv1:TLSV1.1:TLSv1.2>
アウトバウンド HTTPS（つまり、ブリッジへの接続とフィードバック受信者用）のネゴシエーションを許可する TLS のバージョンを指定します。コロン（:）で区
切った次の 1 つ以上のリストになります。



TLSv1



TLSv1.1



TLSv1.2

デフォルト：TLSv1.2
例：xConfiguration Ciphers outbound_HTTPS_TLS_versions Value: "TLSv1.1:TLSv1.2"
Ciphers SIPTLSCiphers Value: <S:0,2048>
SIP 接続に使用する暗号を「OpenSSL 暗号」形式で指定します（https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html#CIPHER-LISTFORMAT を参照）。
デフォルト：EECDH:EDH:HIGH:-AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL
例：xConfiguration Ciphers SIPTLSCiphers Value: "EECDH:EDH:HIGH:AES256+SHA:!MEDIUM:!LOW:!3DES:!MD5:!PSK:!eNULL:!aNULL"
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Ciphers sip_tls_versions Value: <TLSv1:TLSv1.1:TLSv1.2>
SIP 接続のネゴシエートを許可する TLS のバージョンを指定します。コロン（:）で区切った次の 1 つ以上のリストになります。



TLSv1



TLSv1.1



TLSv1.2

デフォルト：TLSv1.2
例：xConfiguration Ciphers sip_tls_versions Value: "TLSv1.1:TLSv1.2"
Ciphers sshd_ciphers Value: <S:0,2048>
「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）に利用可能な暗号方式を設定します。
デフォルト：aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192cbc,aes128-cbc
例：xConfiguration Ciphers sshd_ciphers Value: "aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc"
Ciphers sshd_kex Value: <S:0,2048>
「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）のキー交換アルゴリズムを設定します。
デフォルト：ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp256,diffie-hellman-group-exchangesha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
例：xConfiguration Ciphers sshd_kex Value: "ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp256,diffiehellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1"
Ciphers sshd_macs Value: <S:0,2048>
「openssh」形式の管理/ルート SSH 接続（TCP/22）のメッセージ認証コード ダイジェストを設定します。
デフォルト：hmac-sha2-512,hmac-sha2-256,hmac-sha1
例：xConfiguration Ciphers sshd_macs Value: "hmac-sha2-512,hmac-sha2-256,hmac-sha1"
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TelePresence Server がホストする会議の会議プロンプト
TelePresence Server がホストする会議では、デフォルトの英語（米国）の他に多くの言語の音声プロンプトとテキスト プロンプトを使用でき
ます。TelePresence Conductor のインターフェイスを使用すれば、[Conference configuration] > [Global settings] でガイダンスの言語
を選択できます。これらのガイダンスは、Conductor によって管理されるすべてのブリッジのその Conductor レベルで有効になります。
次の表に、使用可能な音声プロンプトとテキスト プロンプトの詳細なリストを示します。TelePresence Server で音声プロンプトをカスタマ
イズする方法の詳細については、「Telepresence Server でのカスタム音声プロンプトの追加」（194 ページ）を参照してください。
表 10 TelePresence Server の音声ガイダンス（プロンプト）およびテキスト ガイダンス（プロンプト）
音声
テキスト
メッセージ
メッセージ
JSON の名前
JSON の名前
注記
セキュリティ
customPINEntryAudio
customPINEntryMessage
Please enter すべてに対して PIN（暗証番号）
the security が必要な場合に使用します。
PIN に続けて
PIN followed
# を入力してく
by #.（セキュリ
ださい。
ティ PIN（暗証
番号）を入力
し、次に # を
入力してくだ
さい。）
ゲストに対して PIN（暗証番号）
customOptionalPINEntryAudio セキュリティ
customOptionalPINEntryMessage セキュリティ
PIN に続けて、
PIN に続けて が不要な場合に使用します。
#、[one
# を入力する
か、# を押して
second
pause] を入力
続行してくだ
するか、または
さい。
# を押して続行
してください。
customPINIncorrectAudio
You have not customPINIncorrectMessage
You have not
entered the
entered the
PIN correctly,
PIN correctly,
please try
please try
again.（PIN（暗
again.（PIN（暗
証番号）を正し
証番号）を正し
く入力しません
く入力しません
でした。もう一
でした。もう一
度入力してくだ
度入力してくだ
さい。）
さい。）
customPINFailedExitAudio
You have not customPINEntryFailedMessage
You have not
entered the
entered the
PIN correctly.
PIN correctly.
（正しい PIN
（正しい PIN（暗
（暗証番号）を
証番号）を入力
入力しません
しませんでし
でした。）This
た。）This call
call will be
will be
disconnected.
disconnected.
（この通話は
（この呼び出し
接続解除され
は接続解除さ
ます。）
れます。）
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音声
JSON の名前
welcomeScreenAudio

customOnlyParticipantAudio

customWaitingForChairAudio

該当なし

メッセージ

テキスト
JSON の名前
welcomeScreenMessage

メッセージ

Welcome
Welcome
to the
to the
conference.
conference.
（会議へようこ
（会議へよう
こそ。）
そ。）[1 秒
休止]
[one second customVideoOnlyParticipantMessage You are the
pause] You
only call in
are the only
this
call in this
conference.
（あなたの通話
conference.
（あなたがこの
がこの会議の
会議の唯一の
唯一の通話
参加者です。）
です。）
Please wait customWaitingForChairMessage
until the host
joins.（ホスト
が参加するま
で待ってくだ
さい。）
該当なし
customConferenceEndingMessage

customConferenceEndedExit
Audio

The
customConferenceEndedExit
conference Message
has ended.
（会議は終了し
ました。）
Thank you
for joining.
（ご参加あり
がとうございま
した。）
customParticipantDisconnected This call has customParticipantDisconnected
ExitAudio
been
ExitMessage
disconnected.
（この通話は接
続解除されま
した。）Thank
you for
joining.（ご参
加ありがとうご
ざいました。）
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注記
このテキストは、会議に名前が
付いていない場合にのみ表示
されます。

このガイダンスでは、音声が聞
こえる前に無音の状態が 1 秒
間あります。
今後のリリースで修正される
予定です。
バグ ID：CSCuz05735

Please wait
until the host
joins.（ホスト
が参加するま
で待ってくだ
さい。）
The
scheduled
meeting
ends in 1
minute.（スケ
ジュールされ
た会議は
1 分で終了し
ます。）
「Thank you for joining.」は、
The
conference 今後のリリースで
has ended. customDisconnectPlatitu
（会議は終了し deMessage に移動される予
ました。）
定です。
Thank you
for joining.
バグ ID：CSCuz05731
（ご参加あり
がとうございま
した。）
This call has 「Thank you for joining.」は、
been
今後のリリースで
disconnected. customDisconnectPlatitu
（この通話は接 deMessage に移動される予
続解除されま 定です。
した。）Thank
バグ ID：CSCuz05731
you for
joining.（ご参
加ありがとうご
ざいました。）
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音声
JSON の名前
該当なし

メッセージ
該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

テキスト
メッセージ
注記
JSON の名前
customMutedCanUnmuteMessage Your audio
has been
muted.（あな
たの音声は
ミュートされて
います。）
Press *6 to
unmute.
（6 を押して
ミュートを解除
します。）
customMutedCannotUnmut
Your audio
eMessage
has been
muted.（あな
たの音声は
ミュートされて
います。）
「Thank you for joining.」は、
customDisconnectPlatitud
eMessage
今後のリリースでこのメッセー
ジに移動される予定です。
バグ ID：CSCuz05731

該当なし

該当なし

customConferenceAutoDisconnect [空]
ExitMessage

デフォルトではブランク

TelePresence Server でのカスタム音声プロンプトの追加
ここでは、TelePresence Server でのカスタム音声プロンプトの設定方法について説明します。すべての音声プロンプトは、API 経由で固
有の言語にローカライズできます。

前提条件
カスタム オーディオ ファイルは、次の形式である必要があります。


16 ビット



16 khz サンプル レート



WAV PCM ファイル形式



最大 40 秒



モノ

必須コンポーネント：


TelePresence Server 4.3 以降



TelePresence Conductor*

* 特定のバージョンの Conductor である必要はありません。この機能は、詳細設定パラメータがある Conductor のバージョンで動作します。
次の手順の情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。使用したすべてのデバイスはクリア済み（デフォルト）
の設定で開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。
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カスタム音声プロンプトの追加
カスタム音声プロンプトを追加するには、次を実行します。
1.

ニーズに合ったオプションを使用して、オーディオ ファイルをホストするように HTTP サーバを設定します。

2.

Conductor で、[Conference conguration] > [Conference templates] に移動し、会議のテンプレートを見つけます。

3.

[Advanced parameters] に移動し、[Edit] をクリックします。
[Custom parameters] テキストボックスに、flex.conference.create 入力での API ガイドで定義されている適切な API コマ
ンドを使用してオーディオ ファイルの URL を入力します。
次に例を示します。
“useCustomWelcomeScreenAudio”: True,“customWelcomeScreenAudio”:
“http://192.168.0.5/custom_sound_file.wav”

4.

[Save] をクリックします。

5.

この時点でセットアップをテストし、システムが予想どおりに動作することを確認することを推奨します。

注：Conductor は customization フィールドを許可し、会議をダイヤルして開始できますが、これはカスタマイズしたオーディオ プロンプ
トが聞こえることを保証するものではありません。TelePresence Server がプロンプトを取得し、再生しようとしたときにエラーが発生した
場合は、プロンプトは再生されず、無音となります。

関連資料
TelePresence Conductor の最新バージョンのドキュメントはすべて www.cisco.com にあります。
タイトル
Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco Unified CM Deployment Guide
Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (Policy Service) Deployment
Guide
Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide
Cisco TelePresence Conductor with Cisco Unified Communications Manager Deployment
Guide
Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide
Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS (B2BUA) Deployment Guide
Cisco TelePresence Conductor Getting Started Guide
Cisco TelePresence MCU Online Help
Cisco TelePresence MCU API Reference Guide
Cisco TelePresence Server API Reference Guide
Cisco TelePresence Server Online Help
Cisco TelePresence Video Communication Server Administrator Guide
『Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II』
Network Time Protocol website
『Regular Expression Pocket Reference』、ISBN-10: 0596514271、ISBN-13: 978-0596514273
RFC 3164、『The BSD syslog Protocol』
RFC 3261、『SIP: Session Initiation Protocol』
「What warnings do I get on a Cisco TelePresence MCU that my conference is finishing?」
（ナレッジ ベースの記事）
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www.cisco.com
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用語集
TelePresence 用語の用語集は https://tp-tools-web01.cisco.com/start/glossary/ で入手できます。

法律上の通知
知的財産権
この管理者ガイドおよび関連する製品には、TANDBERG およびそのライセンサーの専有情報が含まれています。製品に関する情報は、
以下の「著作権情報」の項に記載されています。
TANDBERG® は Tandberg ASA に帰属する登録商標です。本書で使用されているその他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。
本書は、著作権と知的財産権の情報を含めて、すべて複製することができますが、この製品の使用に関連付けられている数量に制限され
ます。前の文に記載されている制限付き例外を除いて、本書のいかなる部分も、電子的、機械的、複写などの形式や手段を問わず、事前
に書面で TANDBERG の許可を得ることなく、複製、検索システムへの保管、または伝送することはできません。
COPYRIGHT © TANDBERG

著作権情報
この管理者ガイドで扱われている製品は、著作権、特許、およびさまざまな司法管轄権の知的所有権で保護されています。
This product is Copyright © 2017, Tandberg Telecom UK Limited.All rights reserved.
TANDBERG はシスコの一部です。Tandberg Telecom UK Limited は、シスコの完全子会社です。
使用条件のリストについては、次のページを参照してください。
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/conductor/licence_info/Cisco_TelePresence_Con
ductor_EULA.pdf
この製品には、他者からライセンス付与された著作権付きソフトウェアが含まれています。この製品で使用されるオープン ソース ソフトウェ
アのライセンスおよび通知のリストは、次のページに記載されています。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_licensing_information_listing.html
This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University
(http://www.cmu.edu/computing/).
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
重要：この製品の使用は、いかなる場合においても、前述した著作権、条項、および使用条件に従うものとします。この製品の使用は、上記
条項および条件に対する同意を構成するものとします。

アクセシビリティ通知
シスコは、利用しやすい製品およびテクノロジーの設計および提供に取り組んでいます。
Cisco TelePresence Conductor の Voluntary Product Accessibility Template（VPAT）は、ここで入手可能です。
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/legal_regulatory/vpats.html#telepresence
アクセシビリティの詳細については、次を参照してください。
www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html
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変更履歴
表 11：管理者ガイドの変更履歴
日付
変更内容
2017 年 9 月 コンテンツの更新
2017 年 3 月 コンテンツの更新
 クラスタリングの項を更新しました。
2017 年 1 月


理由
XC4.3.2 リリース
XC4.3.1 リリース
項が最新ではなくなりました。

Cisco TelePresence Server パラメータ（70 ページ）
シングル スクリーン レイアウト：ActivePresence を 6 個の PIP に更新しました。

2016 年 9 月 コンテンツの更新

XC4.3 リリース
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