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相互運用性の変更 
Cisco TMS の製品、システム、およびコンポーネントに対する現在および今後のサポートに関する重要
な情報が記載されている、このドキュメントの「相互運用性（p.92）」の項を必ずご確認ください。こ
の項は、リリースごとに変更されます。 

 
製品マニュアル 
製品のインストール、初期設定、および動作については、次のドキュメントを参照してください。 

 Cisco TMS ソフトウェアに統合された Web ヘルプ 

 Cisco TelePresence Management Suite インストレーションおよびアップグレード ガイド 
 Cisco TelePresence Management Suite 管理者ガイド 
 Cisco TMS 拡張機能導入ガイド 

新機能 

14.6.2 の新機能 

システム サポートの追加 

Cisco Unified Communications Manager バージョン 11 のサポートが Cisco TMS に追加されました。 
 
14.6.1 の新機能 

ローカリゼーションの更新 

このリリースには、サポートされている全言語のローカリゼーションの更新と、Cisco TMS ソフトウェ
アのローカリゼーションに関するいくつかの改善が含まれます。 

 
14.6 の新機能 

外部でホストされた会議 

Cisco TMS 以外のブリッジでホストされた会議は、[予約と新しい会議（Booking > New Conference）] 
ページ、または予約 API（Cisco TMSBA）を使用して予約できるようになりました。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/prod_installation_guides_list.html


新機能   
 

[新しい会議（New Conference）] ページから予約するには、[外部ホスト（Externally Hosted）] チェ
ック ボックスをオンにし、[ビデオ アドレス（Video Address）] フィールドに SIP URI を入力 します。 

外部でホストされている会議では、次の各機能の追加はサポートされていません。WebEx、カスケー
ド、Cisco TMS で管理されるブリッジ、ダイヤルアウト参加者、録音、暗号化。 

 
予約の確認およびキャンセルの電子メールを受信したユーザの変更 

会議の予約にかかわるユーザは、会議が予約、更新、または削除されたときに、予約の確認とエラー通知の
電子メール メッセージを受け取るようになりました。これには以下が含まれます。 

 会議作成者：会議を予約するユーザ。 

 会議所有者。 

 会議を更新したことがあるその他のユーザ。 
 

Cisco TMSXE、Cisco TMSXN、または Cisco TMSPE スマート スケジューラーに使用されるサービス ア
カウントは、これらのインターフェイスを通じて行われたすべての予約に関連する多数の電子メールを
受信することに注意してください。これが問題となる場合は、次のいずれかを行ってください。 

 これらのアカウントの古い電子メールをアーカイブおよび削除するように、メールサーバを設定します。 

 Cisco TMS 内のサービス ユーザの電子メール アドレスを、noreply@example.org またはこれに似た
アドレスに変更します。 

 
会議保存の性能を向上 

大規模な導入での、会議の保存速度が大幅に向上しました。 

導入環境で会議をブリッジ全体にわたってより等しく分配することによって、予約時にブリッジの選択が最
適化されるようにルーティング メカニズムが改善されました。 

Cisco TMS は、同一のブリッジ（モデル、IP ゾーン、プロトコルなど）が 2 つ以上存在する場合にラン
ダムに選択するようになりました。これにより、会議の割り当て時と開始時の遅延を最小限に抑えるこ
とができます。 

これまで Cisco TMS では、同一のブリッジが 2 つ以上存在する場合は、常に同じブリッジが優先されてい
ました。 

 
進行中の会議への変更の処理を改善 

進行中の会議から参加者を追加または削除しても、主な参加者（会議ホスト）は変更されません。 

以前のリリースでは、Microsoft Outlook やスマート スケジューラなどのクライアントを使用している場合に、進
行中の会議に参加者を追加すると、この事象が発生する可能性があります。進行中の会議が中断されたり、 
別のブリッジに移動されたりすることがなくなります。 

 
スケジュール ロギングの改善 

4 つのスケジュール ログファイルすべてに、ブリッジの選択に関するより多くの詳細が含まれるように
なりました。すべての関連情報が情報ログ レベルで表示されるようになったため、ほとんどの場合、ブ
リッジ選択の問題のトラブルシューティングではデバッグ ロギングを有効にする必要がなくなりまし
た。 

スケジュール 設定ログは、デフォルトでは無効になっている点に注意してください。 

mailto:noreply@example.org
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5000 システムの上限の設定 

Cisco TMS 14.6 以降、5,000 を超えるシステム ライセンスを追加すると、5,000 を超えるシステムの使用
はサポートされないという警告が生成されます。この警告は、[全般設定（General Settings）] ページに
アクセスするたびに表示されます。 

以前のバージョンでは、5,000 が最大値としてドキュメントに記載されていましたが、Cisco TMS ではこれ
が上限であるとの警告は出ませんでした。導入環境の システム数が 5,000 個を超えた場合、または 5,000 個
を超える可能性がある場合には、tms-marketing@cisco.com にお問い合わせください。 

 
TelePresence Conductor のスケジュール設定の改善 

CMR ハイブリッドを使用した TelePresence Conductor のスケジュール設定 

WebEx 参加者を含む TelePresence Conductor でホストされる会議のスケジュール設定が可能になりました。 

TelePresence Conductor でこれを有効にするには、次の操作を行います。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] に移動して [TelePresence Conductor] を選択します。 

2. [TelePresence Conductor] タブ > [エイリアス] に移動して [エイリアス] を選択し、[表示/編集
（View/Edit）] > [WebExでの予約の許可（Allow Booking with WebEx）] をクリックします。 

3. CMR Hybrid を含む会議で特定のエイリアスを使用するかどうかを選択するには、このオプションを 
[はい（Yes）] に設定します。 

 
[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [TelePresence Conductor] > [エイリアスの編集 
（Edit Aliases）] > [Webex 予約の許可（Allow Webex Booking）] を選択する設定は、Cisco TMS 14.6 へのアップグ 
レードの一部として、すべての TelePresence Conductors でデフォルトで有効になっている点に注意してください。 

 
進行中の TelePresence Conductor 会議への WebEx の追加 

TelePresence Conductor でホストされている進行中のスケジュール済み会議に WebEx を追加できるよう
になりました。 

TelePresence Conductor 会議の参加者の制限 

TelePresence Conductor でホストされる会議に参加を許可される参加者の数を制限するために、
Cisco TMS を設定することができます。この設定が有効になっている場合、参加を許可される参加
者はスケジュール済みの人数に制限されます。 

これを Cisco TMS の TelePresence Conductor ごとに設定するには、以下から行います。 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [TelePresence Conductor] を選択 > [設定
（Settings）] > [拡張設定（Extended Settings）] > [ポートをスケジュール参加者の数に制限する
（Limit Ports to Number of Scheduled Participants）] 

会議ごとの場合は、以下から行います。 

[予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > TelePresence Conductor を含む参加者
を追加 >[TelePresence Conductor 設定（TelePresence Conductor Settings）] タブ >[ポートを
スケジュール参加者の数に制限する（Limit Ports to Number of Scheduled Participants）] 

mailto:tms-marketing@cisco.com
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会議ごとの画像レイアウト モードの設定 

予約中に電話会議ごとに画像レイアウト を設定できます。[予約（Booking）] > [新しい会議（New 
Conference）] > TelePresence Conductor を含む参加者を追加 > [TelePresence Conductor 設定
（TelePresence Conductor Settings）] タブ > [会議レイアウト（Conference Layout）] で設定を行
います。 

 
会議のロック/ロック解除のサポートの追加 

会議をロックする [会議制御センター（Conference Control Center）] ボタンが、TelePresence Conductor 
でホストされる会議に対して有効になりました。会議をロックすると、ブリッジにより参加者がダイヤル 
インすることを回避できます。 

 

ビデオ内メッセージの配置 

スケジュールされた TelePresence Conductor 会議のエンドポイントに対して、ビデオ内メッセージが常に
画面の上部中央に表示されます。 

 
TelePresence Conductor 会議がすでに存在している場合の動作の変更 

Cisco TMS が TelePresence Conductor 上で会議を作成しようとするときに、その会議がすでに 
TelePresence Conductor に存在していることがあります。 

Cisco TMS では、これらの既存の TelePresence Conductor 会議をなしにして再度作成します。これは、Cisco 
TMS が会議を作成して、会議に正しいセキュリティ設定、暗証番号などを設定する必要があるためです。 

このような場合が起こる例を以下に示します。 

 Cisco TMS から TelePresence Conductor に送信される create コマンドがタイム アウトしたが、
TelePresence Conductor で会議が作成された場合。これは、会議を開始しようとするときに 
TelePresence Conductor に大きな負荷がかかっている場合に起こります。 

 TelePresence Conductor 会議テンプレート設定の [スケジュール済み会議（Scheduled conference）] 
が [いいえ（No）] に設定されていて、参加者が開始時間の直前にダイヤル インしたことで、Cisco 
TMS が機能する前に会議が作成されてしまった場合。 

 
これまでは、Cisco TMS では、TelePresence Conductor 上の既存の会議では何も実行されず、別の 
TelePresence Conductor またはブリッジにフェールオーバーするか、会議をまったく作成できなくなって
いました。 
 

注：CISCO TMS14.6 でのスケジュール設定では、XC3.0 より前の TELEPresence Conductor のバージョ
ンはサポートされていません。 

 

 
SNMP トラップ 

Cisco TMS の新しいインストールでは、Windows SNMP サービスがデフォルトで無効になっています。SNMP 
を必要とするレガシー装置を使用している場合は、インストール後にこのサービスを有効にできます。 

以前のバージョンの Cisco TMS から 14.6 にアップグレードする場合、このサービスは有効な状態が維持さ
れます。 
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システムのサポート 

Unified CM に登録された Cisco TelePresence IX5000 のサポートが Cisco TMS に追加されました。 
 
要件 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 64 ビットのサポートがこのリリースで追加されました。 

 Microsoft Windows SQL Server 2008 R1 のサポートが、このリリースで削除されました。 

 Microsoft SQL Server 2008 R2（32 ビット）のサポートが、このリリースで削除されました。 
 
その他の変更 

 エンドポイントに追加されたオプション キーはすべて、[システム（Systems）] > [ナビゲータ
（Navigator）] > エンドポイントの 選択 > 設定（Settings）] > [拡張設定（Extended Settings）] 
に表示されます。これまでは [マルチサイト（Multisite）]、[高品質解像度（PremiumResolution）]、
および [プレゼンタ（Presenter）] のみがここに表示されていました。 

 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [参加者の追加（Add Participant）] ポ
ップアップ ウィンドウにある、不要な [詳細（Details）] ボタンを削除しました。システムの詳細
には、[アクション（Actions）] カラムの [詳細（Details）] リンクからアクセスできます。 

 Cisco TMS は、2014 年 10 月のロシアのタイムゾーン変更を完全にサポートしています。 

 予約不可システムの [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] から不要な [TMS スケ
ジューリング設定(TMS Scheduling Settings)] セクション を削除しました。 

 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] および Cisco TMSBA を使用したスケジュ
ール設定時の IP 帯域幅値 6000 kbps が追加されました。 

 TC ソフトウェアの設定テンプレートが、TC7.2.1 リリースで導入された新しい設定に更新されまし
た。 

 冗長な Cisco TMS 導入の場合、フェールオーバーが実行された場合に次の情報が記録されます。 

 廃止されたノード上で実行されているサービス。 
 サービスがアクティブ状態に入ったタイミング。 

 
Cisco TMS Booking API（Cisco TMSBA） 

すべてのライセンス API コールでの ClientSession ID の要求 

クライアントは、ライセンス キーを要求する各コールの SOAP ヘッダーに ClientSession ID を含める必
要があります。これを行わないと Cisco TMS が例外をスローし、コールに失敗します。この例外には、
推奨される ID 文字列が含まれます。 

この変更は API バージョン 13 以降にのみ影響します。14.6 の API バージョンは 15 です。 

 
ライセンス要件の変更 

次の Cisco TMSBA メソッドでは、ライセンス キーが不要になりました。 

 GetTransactionsSince 
 GetTransactionsSinceWithExternalId 
 GetRecordingAliases 
 GetConferenceInviteMail 
 GetConferenceBookingEventMail 
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次のメソッドでは、ライセンス キーが必要です。 

 EndConferenceById 
 DeleteConferenceById 
 DeleteConferenceRecInstanceById 
 DeleteConferenceByExternalId 
 DeleteConferenceInstanceByExternaId 
 EndConferenceByExternalId 
ライセンス キーの要件の概要については、Cisco TMSBA プログラミング リファレンス ガイド
を参照してください。 

予約電子メールの受信者の指定 

Cisco TMSBA を使用して会議を予約する際に、予約確認およびエラー通知電子メール メッセージを受信
する電子メール アドレスを指定することができます。Cisco TMS Web アプリケーションでは、会議の予
約時に [会議情報（Conference Information）] タブでこれを指定します。 

 
予約済み外部ソース ID 

外部ソース ID としての「TMS」と「TMS-ADHOC」の使用は、Cisco TMS 内部で使用するために予約される
ようになりました。いずれかが他のクライアントで使用されると、Cisco TMSBA は例外をスローします。 

 
14.5 の新機能 

管理対象外ブリッジのサポートの追加 

サポートされていないレガシー ブリッジとサードパーティのブリッジ（Cisco TelePresence 
Multipoint Switch を含む）を Cisco TMS に追加して、会議でスケジュールすることができます。 

これらのブリッジの追加は、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加
（Add Systems）] > [管理対象外ブリッジの追加（Add Unmanaged Bridge）] から行います。追加さ
れると、これらは [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] に表示されます。この画面で
は、IP 帯域幅によるキャパシティの制限や同時コールの最大数など、ごく限られた設定の表示および編
集をすることができます。 

また、次のように音声ポートとビデオ ポートの数を指定することもできます。 

 [音声通話の最大数（Max Number of Audio Calls）] に 0 を 入力した場合、[ビデオ通話の最大数
（Max Number of Video Calls）] に設定した値が、ビデオまたは音声参加者の予約に使用できる汎
用ポートの数になります。 

 [音声通話の最大数（Max Number of Audio Calls）] に 0 よりも大きい値を入力すると、ビデオ通
話と音声通話はそれぞれ別個にカウントされ、それぞれを区別せずに使用することはできません。 

 
この場合、参加者の管理対象外ブリッジへのダイヤル インをスケジュールすることしかできません。 
SIP と H.323 の両方がサポートされています。 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 7/97 ページ 

新機能 
 

 
 

 
Cisco TMS により直接管理されている参加者や Unified CM に登録されている参加者が会議に含まれてい
る場合は、管理対象外ブリッジでホストされるスケジュール済み会議の制限付き監視を [会議制御センタ
ー（Conference Control Center）] から行うことができます。参加者にメッセージを送信する、各参加
者の基本的な詳細を表示する、参加者を会議に追加する、などの操作が可能です。 

管理対象外ブリッジの会議は、[予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] に表示されます。会議
を終了すると、会議は終了したように見えますが、エンドポイントは引き続き接続されたままになります。 

管理対象外ブリッジを Cisco TMS に追加する前に、各管理対象外ブリッジの Network Integration ライセ
ンス キーを購入する必要があります。各ブリッジに対して最大 25 個の会議アドレスを設定できます。
これによって、それらの会議アドレスは、すでにブリッジ自体で作成されていることが示されます。 

管理対象外ブリッジがマルチスクリーン システムを含む会議のホスティングをサポートしている場合、
その管理対象外ブリッジをイマーシブとして設定できます。イマーシブとして設定された管理対象外ブ
リッジは、会議にマルチスクリーン システムが追加された場合にルーティングで優先されます。 

 

次の機能は、Cisco TMS の管理対象外ブリッジではサポートされません。 

 Cascading 

 レポート 

 CMRハイブリッド 
 ISDN 

 リソース保証 

 Cisco TelePresence Multipoint Switch のネイティブ API サポート 

 暗号化の保証 

 参加者テンプレート 

 アドホック コール 

 会議の延長 

 会議終了通知 

 スケジュールされた終了時刻における会議の自動切断 
 

[管理対象外エンドポイント（Unmanaged Endpoint）] タブを [会議室/機器（Room / Equipment）] タブ
に置き換え 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] にある
このタブでは、レガシー またはサードパーティのエンドポイントを Cisco TMS に追加し、それらを会
議でスケジュールすることができます。 

 
管理対象外エンドポイント ダイヤル オプション 

管理対象外エンドポイントを、他の管理対象外エンドポイントにダイヤル アウトするようスケジュー
ル設定できるようになりました。Cisco TMS ではこれを開始することはできませんが、予約後に、管理
対象外エンドポイントを使用しているユーザは、スケジュールされた番号を手動でダイヤルできま
す。これは [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で有効 または無効にできます。 
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アップグレード時に、管理対象外エンドポイントでは、[着信 <プロトコル> を許可（Allow Incoming 
<PROTOCOL> Calls）] に設定されてるのと同じ「発信 <プロトコル> コールを許可（Allow Outgoing 
<PROTOCOL> Calls）] の設定が取得されます。H.323 および SIP を使用してダイヤル インするように設
定された管理対象外エンドポイントでも、Cisco TMS のアップグレード後に H.323 および SIP でダイヤ
ルアウトするオプションが提供されます。 

この変更により、管理対象外ブリッジと管理対象外エンドポイント間のコールのスケジュール設定も可能に
なりました。 

 
機器の追加機能の停止 

DVD プレーヤーやプロジェクタなどの機器を Cisco TMS に追加するサポートが削除されました。 

このリリースの前に Cisco TMS に追加された機器については、[機器（Equipment）] タブの [参加者の
追加（Add Participants） ] ポップアップ  ウィンドウから引き続き予約できます。この機器は  
[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の [機器システム カテゴリ] の下に表示されます。 

 
システムの追加（Add Systems）ページの変更 

システムの追加（Add Systems）タブ 

 名前をアドレスによる追加（Add by Address）に変更しました。 
 詳細設定（Simplified Advanced Settings）セクションを簡素化しました。 

 
一覧から（From List）タブ 

Unified CM または TMS からの追加（Add from Unified CM or TMS）に名前を変更。Unified CM は、 
このタブのデフォルトのサブタブになります。 

 
外部クライアントから予約する際のユーザエクスペリエンスの向上 

外部クライアントから予約した会議を、リソースの競合やルーティングの問題が発生した場合に拒否するの
ではなく、Cisco TMS に不具合として保存する機能が追加されました。 

 

予定されている Cisco TMSXE のリリースでは、ほとんどのルーティング障害シナリオにおいて「予約に
ダウングレード」機能を置き換える際に、このメカニズムが使用されます。 

管理者は、[管理ツール（Administrative Tools）] > [診断（Diagnostics）] > [会議の診断（Conference 
Diagnostics）] または [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] にアクセスして、不具合
のある会議を簡単に見つけて診断できます。多くの不具合は、クライアントから直接ユーザによる解決も
可能となっています。また、「アクションが必要です（ACTION REQUIRED）」というフラグの付いた 
Cisco TMS から返される電子メール通知には、とるべきアクションのユーザへの提案が含まれます。 

不具合のある会議では、予約要求のすべてのプロパティが保持され、エンドポイントの可用性が競合し
ない限り、エンドポイントは [ビジー（Busy）] に設定されます。不具合のある会議は、すべての問題
が解決するまで、エンドポイントに送信または開始されません。また、解決するまでは、ルーティング
されることもテレプレゼンス リソースが消費されることもありません。 

上記の動作を実現するには、外部クライアントで最新バージョンの Cisco TMSBA を使用し、予約モード の 
BestEffortForced を指定する必要があります。 

予約モード の [Strict] モードに設定すると、Cisco TMS では会議は不具合として保存されるのではなく、 
拒否されます。 

 
この変更はバージョン管理され、古いバージョンの API を使用しているクライアントには影響しません。 
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予約確認電子メールのプレフィクス 

予約確認電子メールのタイトルにプレフィックスが次のように含まれます。 

すべての予約方法 

承諾: <会議のタイトル> 

Cisco TMSXE などの Cisco TMSBA クライアントのみを使用する予約 

 辞退: <会議タイトル> 

 アクションが必要です: <会議タイトル> 
 
予約確認電子メールのダイヤルイン アドレス 

参加者が会議にダイヤルインするようスケジュール設定されているかどうかに関係なく、予約確認電子
メールにダイヤルイン番号が常に含まれるようになりました。外部ブリッジでホストされているマルチ
ポイント会議の場合は、使用されているすべてのプロトコルに対してブリッジにダイヤルインする番号
が含まれます。ポイントツーポイント コール、または組み込みマルチサイトのあるエンドポイントでホ
ストされているコールの場合、すべての参加者のアドレスが含まれます。 

 
直接参加 

ユーザが招待から直接参加できるよう、予約の招待に 2 つの異なるアプリケーションと Web クライア
ントへのリンクを含めることができます。これをサポートするために、[管理ツール（Administrative 
Tools）] > [構成（Configuration）] > [電子メール設定（Email Settings）] に新しい 設定が追加され
ました。 

 プライマリ SIP プロトコル ハンドラ 

 セカンダリ SIP プロトコル ハンドラ（Secondary SIP Protocol Handler） 

 Web クライアント URL 

 アイコンのベース URL 
 
各リンクを機能させるには、各リンクに対して、プロトコル ハンドラ/URL フィールドと、右側にある
それぞれの設定の [アプリ名（App Name）] フィールドの両方を入力する必要があります。 

フィールドにテキストを入力すると、予約の招待メールの表示内容と更新内容のプレビューがリアルタ
イムで表示されます。プレビューでアプリと Web ブラウザへのリンクをクリックするとそれらが開き、
予約招待を受けたユーザに表示される内容とアクセス先を確認することができます。 
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これらの設定の設定方法と電子メール テンプレートのカスタマイズの詳細については、更新された状況
依存 Web ヘルプまたは『管理者ガイド』を参照してください。 

 
新しいブリッジの使用状況レポート 

注：この機能はテクニカル プレビューの段階です。この機能は今後のリリースで大幅に変更される可
能性があり、TAC では現在サポートされていません。 

 

[レポート（Reporting）] > [ブリッジの使用状況（Bridge Utilization）] からアクセスできます。 

2 つのグラフと 1 つのデータ テーブルにより、ブリッジの使用量が示されます。上のグラフでは、使用
可能なブリッジ ポートの総数と、特定の時点での使用されるポート数のピークとを比較しています。下
のグラフでは、同じ情報をパーセンテージで表示し、 時系列での使用量の傾向を示します。 

レポートでは、ISO 週番号モデルを使用して、グラフのデータの期間を定義します。 

raw データは、Microsoft Excel（2010 と 2013 の両方をサポート）に .csv ファイルとしてエクスポート
できます。データは、[最後を表示（Show Last）] メニューで選択されている期間に関係なく、毎日
ダウンロードされます。 

データは、SQL データベースの抽出、変換、書き込み（ETL）プロセスを使用して収集されます。
ETL ジョブは毎日 04:05 に実行されます。この時間は設定できません。ETL ジョブの失敗のトラブル
シューティングをサポートする新しい ETL ログが、診断ファイル ログ バンドルでダウンロード可能
です。レポート ページには、ETL ジョブが最後に実行した日時が表示されます。 

14.5 にアップグレードする前のポート容量と使用量は、アップグレード後に推定されます。この計算
は、現在 Cisco TMS に存在するブリッジとその現在のキャパシティに基づいており、データは Cisco 
TMS に追加された日から推定されます。ブリッジにこれまでキャパシティのアップグレードや削減など
があったかなど、特定の要素がこのデータの精度に影響を与える可能性があります。ただし、14.5 が実
行されると、キャパシティと使用量の計算が毎日行われ、正しい数値になります。 

 
WebEx で TelePresence Server 上での接続の延期を使用 

TelePresence Server でホストされた会議に WebEx が含まれている場合、WebEx 参加者は会議の開始
時刻にブリッジに追加されますが、テレプレゼンス会議に別の参加者が参加するまで接続されませ
ん。会議イベント ログには、WebEx 参加者が会議に追加されると [SIP ダイヤル延期（SIP Dial 
Deferred）]、会議に接続されると [接続済み（Connected）] と示されます。 

この変更は他のブリッジ タイプには適用されません。 

早期参加中のウィンドウでは、WebEx は接続されません。 

 
会議の一覧 GUI の変更 

会議タイプでフィルタ処理を行うことができます。 

 [検索] エリアが次の 2 つのセクションに分割されました。 
 検索：ステータス、データ範囲、ユーザ。 
 詳細 （このセクションはデフォルトで折りたたまれています）：会議タイプ。録音された会
議と不具合のある会議でフィルタ処理、システムでフィルタ処理。 
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その他の改善点は次のとおりです。 

 クエリの保存（Save Query）ボタンの名前がデフォルトとして保存（Save as Default）に変更され
ました 。 

 検索を保存する際のフィードバック メッセージの改善。 

 開始時間カラム ヘッダーと終了時間カラム ヘッダーに、ログインしているユーザの UTC タイムゾーン 
オフセットが表示されます。 

 
検索専用の電話帳ソース 

[更新の種類（Update Type）] が [検索のみ（Search Only）] の電話帳ソースから連絡先のスケジュール
を設定できなくなりました。 

 検索のみのソースを含む電話帳は、[参加者の追加（Add Participants）] ポップアップ ウィンドウの
ドロップダウンリストに今後表示されません。 

 [参加者の追加（Add Participants）] ポップアップ ウィンドウで、複数のソースを使用して電話帳
を参照または検索する場合は、検索のみ以外のソースからのエントリだけが表示されます。 

 
ローカリゼーション 

Cisco TMSBA クライアントによって受信されたエラー メッセージのローカリゼーションを有効化 

クライアントで新しい ClientLanguage リクエストヘッダーを使用している場合、Cisco TMS から Cisco 
TMSBA を介してクライアントに送信されたエラー メッセージを翻訳することができます。 

 クライアント言語が Cisco TMS GUI サポート言語（フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、韓
国語、中国語 [簡体字]、英語）の 1 つに設定されている場合、すべてのエラー メッセージはクライ
アント言語に翻訳されます。 

 クライアント言語がサポートされている他のユーザ言語の 1 つに設定されている場合、一部のエラー
がクライアント言語に翻訳され、他のエラーは Cisco TMS の予約ユーザの言語選択に戻ります（選択
されている言語が Cisco TMS GUI でサポートされている言語でない場合を除きます。その場合はエラ
ーが英語で表示されます）。 

 
ClientLanguage は、Cisco TMSBA の任意のバージョンで使用できます。 

 
予約（Booking） > 会議の一覧（List Conferences）での長い会議タイトルのサポートを改善 

長い会議名は 100 文字で切り捨てられ、その後に '...' が付きます。これまでは一部の GUI 要素が表示され
ず、タイトルが正しく表示されませんでした。 

 
ロードバランサ プローブ URL のポーリング 

冗長な導入環境での NLB プローブ URL ポーリングのステータスのレポートを作成するサービスの名前が、
管理者のトラブルシューティングを支援するために TMSWeb から TMSProbeURL に変更されました。 
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参加者のダイヤル文字列 

[予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] の [接続設定（Connection Settings）] タブ
から、参加者のダイヤル文字列を編集できなくなりました。[Number] 列の名前が [ダイヤル文字列
（Dial String）] に変更されました。これは編集できません。ダイヤル文字列を編集するには、[設定
（Settings）] リンクをクリックして、[参加者接続設定（Participant Connection Settings）] ポップ
アップ ウィンドウ を起動します。[番号設定（Number Settings）] セクションの名前が [ダイヤル文字列
設定（Dial String Settings）] に変更されました。このセクションでは、個々の参加者のダイヤル文字列
の編集と内線番号の追加が可能になりました。 

 

この変更は、[ダイヤル文字列（Dial String）] フィールドを編集すると、その参加者がダイヤルするダイ
ヤル文字列が変更されますが、ブリッジに割り当てられたポートなど、リモート エンドでは何も変更さ
れない点をユーザに理解してもらうために行われた変更です。 

 
マスター エンドポイントでのメッセージの再接続 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference Settings）] 
の [（マスター以外の）エンドポイントのメッセージボックスへの再接続の表示（Show Reconnect 
Message Box on (Non Master) Endpoints）] が、[エンドポイントに再接続メッセージ ボックスを表示
する（Show Reconnect Message Box on Endpoints）] に変更されました。 

 [エンドポイントに再接続メッセージ ボックスを表示する（Show Reconnect Message Box on 
Endpoints）] が [いいえ（No）] に設定されている場合に、再接続メッセージがマスター エンドポ
イントに表示されます。 

 
会議およびユーザのタイムゾーン 

ログインしているユーザの UTC タイムゾーン オフセットが次の場所に表示されます。 

 Cisco TMS の左下隅にある [個人情報の編集（Edit Personal Information）] ポップアップ ウィンドウへ
のリンク。 

 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] の開始時刻と終了時間の列見出し。 

 [参加者リスト（Participant List）] タブおよび [参加者の追加（Add Participant）] 可用性テーブル 
（可用性マウス ツールチップ）。 

 
[会議制御センター（Conference Control Center）] で、会議の編集時に会議のタイムゾーンが表示される
ようになりました。 

 
予約確認ページの改善 

参加者の IP アドレスが表示されなくなりました。システム名のみが表示されます。 
 
アクティブな Cisco TMSBA クライアントの表示 

Cisco TMSBA アクセスの問題の特定と解決を支援するために、[管理ツール（Administrative Tools）] > 
[設定（Configuration）] > [全般設定（General Settings）] > [ライセンスとオプション キー 
（Licenses and Option Keys）] に、新しいテーブル [有効なアプリケーション統合クライアント 
（Active Application Integration Clients）] が追加されました。表には以下の項目が表示されます。 
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 セッション ID（Session ID）：該当する場合は、Cisco TMSBA のバージョン 13 以降を使用しているク
ライアントだけがこの ID を使用します。 

 ネットワーク アドレス（Network Address）：ホスト名または IP アドレスです（冗長 Cisco TMS 展
開ではロードバランサのアドレスになることがあります）。 

 前回のアクセス（Last Access）：前回のアクセスのタイムスタンプです。 
 

[有効なアプリケーション統合クライアント（Active Application Integration Clients）] セクションは、 
表示するアクティブなクライアントがある場合にのみ表示されます。 

 
[イベント通知の編集（Edit Event Notification）] ページの変更 

[システム（Systems）] > [イベント通知マネージャ（Event Notification Manager）] > [ユーザ の編集
（Edit a user）] >[イベント通知の編集（Edit Event Notification）] に、[フォルダ の選択（Select 
Folder）] パネルが追加されました。これは、ページのパフォーマンスを改善し、ユーザに対して多数の保
存されているイベント通知がある場合に、このページを読み込む際のバグを修正するために使用されます。 

[保存されているイベント通知（Stored Event Notifications）] パネルに一度に最大 1000 件の保存済み
イベント通知が表示されます。保存されているイベント通知を一括で削除できる件数は、一度に最大で 
1000 件までです。 

[保存（Save）] ボタンが [適用（Apply）] に変更されました（ユーザのイベント通知に加えた変更を適
用してページ 上で保持するため）。 

[キャンセル（Cancel）] ボタンが [戻る（Back）] に変更されました（変更を保存せずにページを終了
する場合/変更を行っていない場合のため）。 

 
割り当ての試行 

これを設定可能なフィールドにすることで、割り当ての試行頻度の一貫性が改善されました。 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [スケジュールされた通話に対する接続タイムアウト（秒単位）（Connection Timeout 
for Scheduled Calls and Allocation (in seconds)）]。 

 

Cisco TMS は、少なくともここで設定された値まで待機します。タイムアウトの上限が設定されないため、
次の割り当てが試行されるまでの時間がここで設定した値よりも長くなる可能性があります。 

 
イベント ログの改善 

イベント ログでは、ログ エントリのプレフィックス（「会議（Conference）」または「インスタンス
（Instance）」）を使用して、変更が一連の会議に対して行われたのか、1 つのインスタンスに対して行
われたのかが示されるようになりました。 

ログでは、インスタンスが例外かどうか、あるいはすでに例外ではなくなっているかどうか、また一連の例
外の数がキャプチャされます。 

 
ソフトウェア FTP ディレクトリの場所 

ソフトウェア FTP ディレクトリの場所を設定するオプションが、インストーラから削除されました。 
インストール後にパスを変更するには、[TMS ツール（TMS Tools）] > [設定（Configuration）] > [デ
ィレクトリの場所（Directory Locations）] で行います。 

 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 14/97 ページ 

新機能 
 

 
 

Cisco TMSBA（予約 API）の変更 

 クライアントが会議の最新バージョンを更新していることを認できるように、Cisco TMSBA から会
議のバージョン管理を利用できるようになりました。 
[バージョン（Version）] 要素が [会議（Conference）] オブジェクトに追加されました。 
最新ではない会議バージョンを更新しようとすると、Cisco TMS は例外をスローします。この変更
は API バージョン 14 以降にのみ適用されます。 

 Cisco TMSBA を通じてタイトルが 255 文字を超える会議を予約しようとすると、Cisco TMS 
が例外をスローします。 
この変更はバージョン管理されません。Cisco TMS 14.5 以降で使用する Cisco TMSBA のすべての
バージョンに適用されます。 

 
その他の変更 

 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）]で , [ログのエクスポート（Export 
Log）] または [詳細ログのエクスポート（Export Details Log）] をクリックして生成された 
Excel 文書に、会議が、たとえば [保留中（Pending）] または [終了（Finished）] かどうかを示す
新しい [ステータス（Status）] 列が追加されました。 

 サイト管理者がデフォルト グループとして設定されている場合に警告が表示されます。この警告で
は、すべての新しい Cisco TMS ユーザがサイト管理者アクセスを取得することを説明し、サイト管理
者グループからデフォルト フラグを削除することを提案します。 

 「接続なし」会議でスケジュールされた参加者を含むアドホック コールは、「接続なし」会議の開始
時に切断されなくなりました。 

 今後予定されている会議の [アクティビティ ステータス（Activity Status）] ページに、会議 ID を
カッコで囲むのではなく、[説明（Description）] カラムに会議のタイトルが表示されます。14.5 に
アップグレードする前にスケジュールされた会議は、古い形式で表示されます。 

 インストーラ ログのタイムスタンプの日付形式を ISO に準拠した形式に変更しました。新しい形
式は YYYY- MM-DD です。 

 ローカリゼーション：Cisco TMS の翻訳バージョンのレイアウトと品質におけるいくつかの改善。 

 カレンダーをエンドポイントに適用するときに提供されるロギング情報の改善。システム ID が表
示されるようになりました。また、通信/認証の問題は、Cisco TMS の別の場所に表示されるため記
録されません。 

 次のフィールドが、Cisco TMS ユーザを追加または編集する際の必須項目として追加されます。 
 Windows ユーザ名 
 名 
 姓 
 電子メール アドレス 
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このリリースでの削除 

このリリースでは、以下のシステムのサポートが削除されます。 

 TANDBERG Movi Server（Movi 1.0 ハードウェアアプライアンス サーバ） 

 TANDBERG 3G Gateway 

 TANDBERG エンドポイント 

 TANDBERG Experia 
 TANDBERG Video Portal 

 Cisco 7985G およびその他の Cisco SCCP ビデオ エンドポイント 

 Cisco ゲートキーパー/Multimedia Conference Manager（IOS ゲートキーパー） 
 

Internet Explorer 9 のサポートは、このリリースで削除されます。IE9 は、おそらくこのバージョンの Cisco 
TMS で動作しますが、サポートされなくなったブラウザであり、互換性についてテストされていません。 

 
14.4.2 での変更 

リリースの概要 

14.4.2 は、重複する外部プライマリキーに関する問題を解決するメンテナンスリリースで、Cisco 
TMSXE や Cisco TMSXN などの Cisco TMSBA 予約 API（Cisco TMSBA）クライアントを使用してい
るお客様に影響します。この問題は、Cisco TMS バージョン 14.4 および 14.4.1 で確認されており、
Cisco TMS から Microsoft Exchange または IBM Domino への予約の複製で問題が発生します。 

 
外部プライマリキーの問題に関する技術的な説明：CSCup76424 

Cisco TMS 14.4 および 14.4.1 では、Cisco TMS は、すべての会議に一意の ExternalPrimaryKey 値が設定
されていることを前提にしています。特定の条件下で、以前のバージョンの Cisco TMS では複数のミー
ティングで同じキーを共有することを許可していましたが、14.4 および 14.4.1 のアップグレード スクリ
プトでは、これらのキーの重複を排除することができませんでした。 

Cisco TMSXE などの Cisco TMSBA クライアントは、ExternalPrimaryKey を使用して Cisco TMS から会
議を取得し、特定の ExternalPrimaryKey が Cisco TMSBA に提供される場合は、常に同じ会議を取得す
ることを想定します。会議 A と会議 B の値が tmsng データベース内で同じ ExternalPrimaryKey 値であ
る場合、Cisco TMSXE が会議 B を要求すると、Cisco TMSBA は会議 A に属するデータを返すことがあ
ります。その逆も同じです。Cisco TMSXE でこの事象が起きた場合、Cisco TMSXE のリプリケータ
は、Cisco TMSBA から返された誤ったデータに基づいて Microsoft Exchange からデータを完全に削除
する可能性があります。 

14.4 より前の Cisco TMS のバージョンでは、ExternalPrimaryKey が一意である必要はなく、14.4 または 
14.4.1 にアップグレードされない限り、データの破損が生じる可能性はありません。 

Cisco TMSXN との同期にも同様のメカニズムが使用されています。そのため、IBM Domino の実装環境で
は、一部の会議でもこの問題の影響を受ける可能性があります。 
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14.4.2 Cisco TMSXE と Microsoft 
Exchange での CSCup76424 の解決 
Cisco TMS のこのバージョンでは、影響を受ける会議の大半が自動的に修正されますが、場合によって
は修正できない場合があります。 

 残りの重複している会議のほとんどを識別するツールが TMS ツールに追加されました。これに
より Cisco TMS のアップグレード後に、管理者は正しい会議を選択することができます。 

 
 Cisco TMS と Cisco TMSXE のアップグレード後も、重複しているアポイントメントが Exchange リ

ソースカレンダーにいくつか残こる可能性があります。これらは、Cisco TMS で、または TMS ツー
ルを使用して自動的にクリーンアップすることができないため、手動による操作が必要になりま
す。「14.6.2 へのアップグレード [p.93]」を参照してください。 

 
Cisco TMSXN および IBM Domino 

 
Cisco TMS のこのバージョンでは、影響を受ける会議の大半が自動的に修正されますが、場合によって
は修正できない場合があります。 

 残りの重複している会議のほとんどを識別するツールが TMS ツールに追加されました。これに
より Cisco TMS のアップグレード後に、管理者は正しい会議を選択することができます。 

 IBM Domino で発生したいくつかの重複予約が、Cisco TMS に残る可能性があります。Cisco TMS 
から IBM Domino へすべての会議を再び複製することで、これらの問題は解決します。 
「14.6.2 へのアップグレード [p.93]」を参照してください。 

 非常に低い可能性で、予約が IBM Domino に存在するが、Cisco TMS には存在しない場合がありま
す。これらを、Cisco TMS や Cisco TMSXN で、または TMS ツールを使用してクリーンアップするこ
とはできません。これらの予約は、会議テンプレートから作成したか、14.4 より前のバージョンの 
Cisco TMS で既存の会議をコピーして、その後これらの会議が 14.4 または 14.4.1（Cisco TMS または 
IBM Domino のいずれか）で編集された可能性が最も高く、これらの「ゴースト」予約によって、誤っ
た空き時間やビジー情報が生じます。ここでの唯一の影響としては、会議室が Cisco TMS で予約され
ていない場合、その会議室が Domino で予約されているかのように表示されます。これらの予約を識
別することはできませんが、ビデオ リソースを Domino で予約できないが、該当する予約が Cisco 
TMS にないことに気付いた場合は、単純に Domino の予約を削除することができます。 

 

注：Cisco TMSXE または Cisco TMSXN を使用している場合は、Cisco TMS をこのバージョンにアッ
プグレードする前に 、「14.6.2 へのアップグレード [p.93]」を必ずご確認ください。 

 

 

重複キーの解決 

Cisco TMS バージョン 14.4 では、Cisco TMS バージョン 14.4 および 14.4.1 にアップグレードした 
Cisco TMSXE などの Cisco TMSBA クライアントを使用しているお客様に影響する問題が発生しまし
た。問題の説明については、上記を参照してください。 

新しいツール：管理者が 14.4.2 にのアップグレード後に残っている重複会議を解決するのに役立つ、重
複するキーの解決が TMS ツールに追加されました。 

ツールは重複している会議を表示し、管理者は複数ある会議のうち正しい会議を選択できます。会議を
選択すると、選択されていない 1 つ以上の重複が Cisco TMS データベースから削除されます。 

新しいログ：log-tmstools-duplication-resolution.txt は、保存された会議および削除された会議の一覧で
す。ログは tmsdebug logs フォルダにあり、ダウンロード バンドルの診断ファイルのダウンロードに含まれ
ています。 
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14.4 の新機能 

新しい冗長性モデル 

Cisco TMS は、アクティブ/パッシブ フェールオーバーの冗長性モデルに移行しました。これまでは 2 つの
ノードがネットワークトラフィックと要求の負荷分散を行っていましたが、現在は 1 つのノードのみが常時
アクティブになっています。ロードバランサからそのノードへの接続に失敗した場合、またはアクティブ 
なノードのサービスの 1 つに障害が発生した場合、他のノードがアクティブになり引き継きます。 

 
この機能は、[全般設定（General Settings）] > [TMS 冗長性の有効化（Enable TMS Redundancy）] 
で有効になっています。冗長性が有効になると、[管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サー
バ メンテナンス（TMS Server Maintenance）] に冗長性の設定が表示されます。 

詳細については、『Cisco TelePresence Management Suite のインストレーションおよびアップグレー
ド ガイド』の「冗長な導入のセットアップ」の章を参照してください。 

この新しい冗長性モデルに伴い、新しいグループ権限が追加されました。[管理ツール（Administrative 
Tools）] > [ユーザ管理（User Administration）] > [グループ（Groups）] > グループの [権限の設定 
（Set permissions）] で、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] の設定に  
[更新（Update）] オプションおよび [読み取り（Read）] オプションが追加されました。[管理ツール
（Administrative Tools）] > [TMSサーバメンテナンス（TMS Server Maintenance）] >[TMSの冗長性
（TMS Redundancy）] > [手動フェールオーバーの強制（Force Manual Failover）] ボタンは、ログインし
ているユーザが [更新（Update）] を選択したグループのメンバーである場合を除いて、無効になります。 

 
会議の定例化の改善 

Cisco TMS の繰り返しモデルに、次を含む大幅な改善を行いました。 

 Cisco TMS は、会議を延長できるかどうかを確認する際に、一連のインスタンスのうち現在のインス
タンスについてのみ可用性を確認するようになりました。これまでは、Cisco TMS が一連のインスタ
ンス全体を確認していたため、参加者の 1 人が別のインスタンスに参加できない場合、会議延長依頼
は拒否されました。 

 予約確認電子メールに定例情報を展開。 

 例外のみを含む一連がサポートされました。Cisco TMS は、すべてのインスタンスが元の定期的な
パターンの例外になるように編集されている場合は、元の一連の会議に関する情報を保持します。 

 Cisco TMS Web UI および Cisco TMSBA を使用して定例の一連のインスタンスに変更を加えた場
合のアクティビティ ログと会議ログに表示される詳細のレベルが改善されました。 

 Cisco TMS は、より充実した定期的なパターンをサポートするようになりました。 

 Cisco TMS 外部の一連に属するインスタンスを編集する際の、ユーザへのフィードバックが改善されました。 
 
過去の会議、進行中の会議、および削除済み会議の処理の変更 

進行中の会議または過去の会議は、一連の定例を編集した場合に影響を受けなくなりました。
過去の会議および進行中の会議は削除できなくなりました。 
 過去の会議を削除しようとすると、会議データがコール詳細レコード用に保持されているため機

能しません。 
 進行中の会議を削除すると会議はすぐに終了し、終了時間が変更されて、その会議で使用さ

れているスケジュール済みリソースが解放されます。終了した会議は削除されません。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
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 スケジュールされた時刻の前に一連のインスタンスを終了すると、同様に終了時間が変更さ

れて、リソースが解放され、インスタンスは例外としてマークされます。 

 進行中のインスタンスで一連を変更すると、インスタンスは 1 つの会議に変換されます。変更された
一連でこの 1 つの会議と競合するインスタンスは作成されません。 
保留中のインスタンスには新しい会議 ID が割り当てられます。 

 一部のインスタンスが過去のものである場合に編集している一連の処理が改善されました。定期的な
パターンの開始日を正しく保持するようになりました。 

 
14.4 にアップグレードする前に予約された一連の過去のインスタンスは、[予約（Booking）] > [会議の一覧
（List Conferences）] の一連にはリンクされません。これらは、単一インスタンスの会議として表示 
されます。 

 
[新しい会議] ページでの定例の変更 
定例のユーザインターフェイスの設計が変更されました。 

 
 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] の [定期] アイコンが [定例会議を追加...

（Add Recurrence...）] ボタンに変わりました。一連の定例が会議に追加されると、ボタンのテキス
トが [定例会議を編集...（Edit Recurrence...）] に変わります。 

 新しい [定例会議を削除（Remove Recurrence）] ボタンを含む、[定例（Recurrence）] ポップアップ 
ウィンドウが改善されました。 

 編集用のカレンダーやユーザへの明確なフィードバックを含む、新しい直感的な [例外（Exceptions）] 
ポップアップ ウィンドウ。 

 例外を編集しない設定を選択をしていても、一連のすべてのインスタンスを編集することができるよう
になりました。 

 一連のすべての例外は、新しい [例外のリセット（Reset Exceptions）] ボタンを使用してワン クリック
で削除できます。 

 一連の会議に WebEx を追加した場合の、互換性のある定期的なパターンの検証が改善されました。 
 
会議の診断 

この新しい機能により、管理者は既存の会議の問題を特定して修正することができます。ブリッジの交換
など、ダイヤルプランや導入インフラストラクチャの変更の場合に特に便利です。 

 

診断が実行されると、Cisco TMS は今後予定されているすべての会議について次の点を確認します。 

 すべての参加者がデータベースに存在しているか。 

 ルートが有効であり、すべての参加者がルーティング可能な状態にある。 
 
オートコレクト機能は選択された会議の修正を自動的に試み、会議の再ルーティングや無効な参加者の
削除などのアクションを実行します。 

詳細については、Cisco TMS の [会議の診断（Conference Diagnostics）] ページを参照してください。 
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延長時のリソース可用性チェック（Resource Availability Check on Extension） 

新しいグローバル設定の導入：[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議
設定（Conference Settings）] > [延長時のリソース可用性チェック（Resource Availability Check on 
Extension）]。 

この設定は [会議延長モード（Extend Conference Mode）] と連動して、[自動ベストエフォート
（Automatic Best Effort）] または [エンドポイントプロンプト（Endpoint Prompt）] に適用されます。 
次のオプションがあります。 
 
 [ベストエフォート（Best Effort）]：今後 15 分間にわたりすべてのリソースが使用可能な場合

に、ベスト エフォート ベースでスケジュールされている終了時刻から会議を自動的に延長しま
す。 

 無視（Ignore）：Cisco TMS は、リソース可用性チェックを無視し、すべてのリソースが使用可能で
あるかどうかにかかわらず、スケジュールされている終了時間から会議を自動的に延長します。唯一
の例外は、主要参加者で使用されるポートが、延長時間中に行われる別の会議と重なる場合です。そ
の場合、会議は延長されません。 

 
デフォルトは [ベスト エフォート（Best Effort）] で、以前のリリースでの会議の延長機能の機能の仕方と
同じです。 

これを、[会議タイプ（Conference Type）] を [自動接続（Automatic Connect）] にした状態で [無視
（Ignore）] に設定しないでください。この機能は、[会議タイプ（Conference Type）] を [接続なし
（No Connect）] または [ワンボタン機能（One Button To Push）] でのみ使用する必要があります。 

この機能は、一度有効にすると、前の会議でリソースが引き続き使用されている場合、参加者が新しい
会議に参加できない場合があるため、使用には注意が必要です。ただし、会議は常に割り当てられま
す。会議を延長したために新しい別の会議が開始できない場合（ブリッジで同じ URI を使用しているな
ど）、延長は行われません。 

 
自動延長の最大数 

新しい設定：[自動延長の最大数（Maximum Number of Automatic Extensions）] では、[スケジュールされ
た会議の延長モード（Extend Scheduled Meetings Mode）] が [自動ベスト エフォート（Automatic Best 
Effort）] に設定されている場合に会議を自動延長する回数を定義します。最大値は 16 です。Cisco TMS 
の以前のリリースでは、自動延長の数は 16 にハードコードされていました。  
この値を下げることで、管理者はビデオ通話に費やす時間を制限できます。 

早期参加を許可 

会議の開始時間の 5 分前に参加者が会議に参加できる機能が導入されました。 

 [はい（Yes）] に設定すると, [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > 
[会議設定（Conference Settings）] > [参加者に対し 5 分前の接続を許可する（Allow Participants 
to Join 5 Minutes Early）] によって、Cisco TMS は主要参加者の会議開始時間の 5 分前に会議を割り
当てます。 

 この期間は設定できず、設定はグローバルです。 

 [会議制御センター（Conference Control Center）] では、会議がイベント ログの 5 分早い段階で開
始したことをレポートし、早期参加の開始時間からアクティブとして会議を表示します。会議統計
レポートでは元の開始時刻を引き続き追跡しますが。コール詳細レコード（CDRs）では実際の接続
時間を追跡します。 
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 これは、ベスト エフォート機能であるため、主要参加者に使用可能なリソースがない場合、一部

またはすべての参加者がこの 5 分の時間枠内に会議に参加できないことがあります。 

 この機能により、Cisco TMSBA クライアントに早期参加オプションが拡張されます。
Cisco TMSBA クライアントは、この機能で置き換えられたセットアップおよびティア
ダウン バッファをサポートしていませんでした。 

 Cisco TMS は、会議の予定された開始時間までは WebEx にダイヤル アウトしない点に注意して
ください。 

 
インストーラの改善 

次を点含め、Cisco TMS のインストーラが大幅に改善されています。 

 [完全/カスタム（Complete/Custom）] の選択肢が削除され、インストールが簡素化されました。イン
ストーラには、1 つのインストール パスに必要なすべてのダイアログが含まれています。これは、今
後はアップグレード中にデータベースの場所を変更できないことを意味します。必要な場合は、アッ
プグレードする前に TMS ツールを使用して変更を行う必要があります。 

 Cisco TMS のインストールの一部として SQL Server がインストールされなくなりました。 

 [SQL Server バックアップ ダイアログが削除されました。 

 14.2 より前のバージョンからアップグレードする場合は、14.3.2 にアップグレードし、タイムゾーン
移行ツールを実行してから 14.4 にアップグレードする必要があるという警告が表示されます。 

 
Unified CM クラスタリングのサポートが改善されました。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] に、Unified CM システム向けに新しい [クラ
スタリング（Clustering）] タブが追加されました。すべての Unified CM に対して次のクラスタ情
報が表示されます。 

 クラスタ メンバーのリスト。 
 プライマリ ノード。 
 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] 内の他のクラスタ ノードに移動するための 

[詳細の表示（View Details）] リンク。 

 クラスタ内のノードの中で、Cisco TMS は、パブリッシャを利用できない場合を除き、パブリッシャ
をプライマリ ノードとして識別します。パブリッシャを利用できない場合、サブスクライバを選択し
ます。これは、Cisco TMS が Unified CM のインポートされたシステムをスキャンして更新するために
通信する唯一のノードです。 

 Unified CM バージョン 9.x および 10.x がサポートされています（8.x はサポートされません）。 
 
システムの置換 GUI と機能改善 

 Unified CM に登録されたシステムは、Cisco VCS に登録されたシステムと同じ方法で置換可能になり
ました。 

 すべてのエンドポイントを、登録されているコール制御システムに関係なく他のエンドポイントに置
換することができます。 
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 ブリッジは他のブリッジと置換できますが、これはベスト エフォート機能でああるため、注意

して使用する必要があります。ブリッジを置換した後は、会議の診断を実行する必要がありま
す。 

 システムの置換時に、今後の会議に影響する可能性があることを示し、会議の診断を実行してエラ
ーをチェックおよび修正するよう提案する警告が表示されます。これは特に、ブリッジを交換する
際の問題を特定する場合に有用です。 

 元のシステムは常に削除されます。 

 GUI が簡素化され、検索機能が追加されました。 
 

Web インターフェイス、テキスト文字列、およびエラー メッセージが改善されました。 

 会議室システムへの [Web インターフェイスのプロトコル（Protocol for Web Interface Link）] フ
ィールドが追加されました。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]  でシステムを選択した後、[ヘルプ] アイコ
ンをクリックすると、特定のシステム タイプのヘルプ ページが表示されます。これまでは、どの
システムが選択されたかに関係なく、メインの [ナビゲータ（Navigator）] ヘルプ ページが表示され
ました。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [全般設定（General Settings）] からオプション キー
を削除できるようになりました。これまではデータベースで直接行うことしかできませんでし
た。 

 日付と時刻の両方の制約を使用して、監査ログを検索できるようになりました。[開始日（Start 
Date）] フィールドと [終了日（End Date）] フィールドは、[開始時刻（Start Time）] と [終了時
刻（End Time）] に変わりました。 

 Software Manager のシステム名が更新され、現在の製品グループ名が反映されるようになりました。 

 Cisco TMS アプリケーションおよび Cisco TMS ツールの Windows アイコンと HTTPS を有効にするツ
ールを更新しました。 

 最大値を持つすべての入力フィールドは、最大 5 桁に制限されます。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の新しいフィールドで、Unified CM または 
TelePresence Conductor のどちらがシステムを管理しているかを示します。 

 Cisco TMS サーバのホスト名は、Web インターフェイスの右下、シリアル番号の横にカッコで囲ん 
で表示されます。冗長展開では、アクティブ ノードのホスト名が表示されます。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で TelePresence Conductor を選択した際の、
[管理対象システム（Managed Systems）] タブの名前が、機能性をより反映して [会議ブリッジ
（Conference Bridges）] に変わりました。 

 [チケット（Tickets）] セクションへの便利なリンクなど、[システム（Systems）] > [ナビゲータ
（Navigator）] > システムを選択 > [概要（Summary）] に、いくつかの改善が行われました。 

 
Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System TC シリーズ エンドポイントの電話帳のサポート 

Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System TC シリーズ ソフトウェア バージョン 7 以降
を実行しているエンドポイントに Cisco TMS の電話帳を設定することができます。電話帳サーバ
（Cisco TMS サーバ）のパラメータは、Unified CM によってエンドポイントにプロビジョニングする
必要があります。 
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エンドポイントの移行を、Cisco VCS でプロビジョニングされたものから Unified CM でプロビジョニン
グされたものに改善しました。 

今後は、Cisco VCS から Unified CM へコール制御インフラストラクチャを移行する管理者のために、Cisco 
TMS では、Unified CM から追加されるシステムは Cisco TMS によってすでに管理されていると解釈します。 

Cisco TMS によって直接管理されているシステムを Unified CM に登録し、その後 [システムの追加（Add 
Systems）] > [一覧から（From List）] > [Unified CM] を使用して Cisco TMS にインポートした場合、
Cisco TMS は、これら 2 つのシステムが実質的に同じであると認識し、元のシステムを Unified CM 登録
済みシステムで置き換えるようになりました。このため、すべての CDR と以降の会議に関するデータは
保持されます。 

[会議の診断（Conference Diagnostics）] をエンドポイントの移行後に実行する必要があります。 
 
会議暗号化ロジックの変更 

ブリッジまたは TelePresence Conductor および個々のエンドポイント参加者に暗号化が設定されるよう
になったため、それぞれの使用する暗号化機能に関係なく、ブリッジまたは TelePresence Conductor に
ホストされるセキュアな会議でエンドポイントを予約できます。 

ポイントツーポイントコールまたはマルチサイト コールの場合、[予約（Booking）] > [新しい会議
（New Conference）] > [セキュア（Secure）] で [はい（Yes）] を選択すると、コールの各レッグ
が安全でなければ、Cisco TMS は予約を許可しません。 

 
TMS ツール インターフェイスのオーバーホール 

 使いやすい外観と操作感に更新されました。 
 レイアウトを合理化し最新式にしました。 
 テキスト文字列が改善されました。 
 [TMS ツール（TMS Tools）] > [設定（Configuration）] の Cisco TMS と Cisco TMSPE の両方の

データベース ポートを、新 しい [ポート（Port）] フィールドで指定できるようになりました。 
 

TelePresence Server のコンテンツ ポート 

Cisco TMS は TelePresence Server のコンテンツ ポート情報を表示するようになりました。リソースの計
算中にこの情報が使用されます。この情報は、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > 
[TelePresence Server] を選択 > [設定（Settings）] > 設定の表示/編集] > 通話設定（Call Settings）] > 
[専用コンテンツポートの合計数（Total Dedicated Content Ports）] に表示されます。 

 
Unified CM に SIP トランクされる Cisco TelePresence Server と Cisco TelePresence MCU のスケジ
ュール設定 

Unified CM にトランクされ [ローカル管理（Locally Managed）] 操作モードにある TelePresence 
Servers と TelePresence MCU にホストされる会議をスケジュールできるようになりました。 

TelePresence MCU は、4.5 以降のソフトウェア バージョンを実行する必要があります。 

 
会議ブリッジの数字IDの桁数 
[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > 会議ブリッジを選択 >設定（Settings）] > [拡張設
定（Extended Settings）] の [数字IDの桁数（Numeric ID Quantity）] が、最大値 200 に制限されました。
これまでは、使用できる最大値はブリッジ上のポートの総数でした。 

最大値を上げることで、ブリッジ上の定期的な会議のスケジュール設定を拡張できるようになりました。 
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TelePresence Server と Cisco CMR Hybrid 

会議開始のダイヤル アウト シーケンスが変更され、WebEx 参加者が最後に接続されるようになりました。 
 

TelePresence サーバ CDR のサポートの改善 

Cisco TMS で、改善された TelePresence Server API を使用してコール詳細レコード（CDR）を収集するこ
とで、「リモート サイト」、「通話の方向」および「通話プロトコル」のデータを CDR で利用できるよう
にしました。この機能には TelePresence Server バージョン 4.0 が必要です。 

 
Cisco TelePresence TC & TE ソフトウェアを実行しているエンドポイントのコール詳細レコードの原
因コード 

[レポート（Reporting）] > [コール詳細レコード（Call Detail Record）] > [エンドポイント
（Endpoint）] で、Cisco TelePresence TC または TE ソフトウェアを実行しているエンドポイントから非
標準の切断原因コードを受信している場合、Cisco TMS は以前はコール詳細レコードで「-1」にマッピン
グしていました。TC または TE エンドポイントから送信された原因コードはすべて、Cisco TMS で 1000 
が番号に追加されて表示されるようになりました。 

 
データベース スキャナ サービス 

特に大規模な配置では、このサービスのパフォーマンスが大幅に改善されました。管理者には、Cisco 
TMS で管理対象システムの設定変更がすぐに検出されることをお分かりいただけます。この作業は、す
べてのデータベース パフォーマンスに効果的な影響をもたらしています。管理者は、データを待ってい
る間はサービスがブロックされなくなり活動量を増やすことができるため、変更の結果、CPUやメモリ
使用量が増加していることにお気づきになると思います。 

 
エンドポイントの説明の変更 

Cisco TMSの以下の領域において、「Cisco TelePresence Personal」と「Cisco TelePresence Group Systems」をそ
れぞれ「Cisco TelePresence TELE Endpoints」と「Cisco TelePresence TC Endpoints」に変更しました。 

 構成テンプレート。 

 通知メール。 

 レポーティング ページでのグループ化。 
 
ログ 

 サービスと IIS の両方について、管理対象システムに送信されるコマンドと、受信されるフィードバッ
クの API ロギングが追加されました。 

 WebEx API ロギングが追加されました。ログ名は log-webex-web-tms です。 

 重要でないログ エントリと不要なログ エントリを低減しました。 

 スケジュール設定イベントは [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > 
[ログ（Logs） > [フィードバック ログ（Feedback Log）] に表示されなくなりました。 

 冗長な event-stats ログを削除しました。 

 Cisco TMSBA ライセンス使用状況のデバッグ ロギングを log-web-external ログに追加しました。 

 スケジュール ログに帯域幅の計算が含まれるようになりました。 
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会議イベントのログの改善 

[予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] > [会議の表示（View Conference）] で、 
[ログ（Log）] タブの名前が [イベント ログ（Event Log）] に変更されました。 

次の情報は、会議イベント ログに記録されます（会議制御センターでも確認できます）。 

 定期的なパターンの変更。 

 WebEx の追加または削除。 

 会議の編集後に再度作成された一連の会議。 
 

1 つのインスタンスに変更を加えた場合、他のインスタンスの会議イベント ログは更新されなくなり
ました。一連で変更を行うと、すべてのインスタンスのログが更新されます。 

一連の会議の時間または参加者を編集すると、すべてのインスタンスが再度作成されます。新しいイン
スタンスには、新しい会議イベント ログが作成されます。古い会議イベント ログは、削除された元のイ
ンスタンスから利用可能です。 

 
ハードウェアの要件と推奨事項の更新 

Cisco TMS、Cisco TMSXE 4.0、および Cisco TMSPE 1.2 については、導入規模の見積りに関する新しい
ガイダンスと導入規模に基づいて更新されたハードウェア要件を提供します。 

 新しい機能に対応するために、より広範なデータ キャッシングによってアプリケーション の全
体的なパフォーマンスを向上させるなど、メモリ要件を以前の最小要件から増やしました。 

 大規模な導入については、特定のハードウェアと仮想化の推奨事項が利用可能になっています。 

 導入の規模とハードウェア要件に関する同じ情報については 、『Cisco TMS Installation and 
Upgrade Guide』および『Cisco TMSXE および Cisco TMSPE 導入ガイド』を参照してくださ
い。 

 
管理対象システムのサポートに関する変更 

このリリースでは以下のサポートが追加されています。 

 Cisco TelePresence MX200 G2 
 Cisco TelePresence MX300 G2 
 Cisco TelePresence MX700 Dual 55" 
 Cisco TelePresence MX800 Single 70" 
 Cisco TelePresence SX80 
 Cisco TelePresence SX10 

 
このリリースでは以下のサポートが削除されました。 

 TANDBERG ボーダーコントローラ 

 TANDBERG ゲートキーパー 

 TANDBERG ISDNゲートウェイ 
 TANDBERG Classic MCU 

 TANDBERGクラシックエンドポイント 
 Sony PCS1 
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 Polycom Viewstation（第 1 世代と第 2 世代） 
 Polycom iPower 
 Polycom ViaVideo 
 Polycom MGC 
 VTEL Galaxy 
 Aethra VegaStar 

 Radvision ViaIP ゲートウェイ 
 Radvision ECS Gatekeeper 

 Radvision / Cisco 3500 シリーズ MCU 

 
構成テンプレートの更新 

TC ソフトウェアの設定テンプレートが、TC7.1 リリースで導入された新しい設定に更新されました。 
 
タイムゾーン移行ツール 

タイムゾーン移行ツールが、このバージョンの Cisco TMS から削除されました。 
 
セットアップ/ティアダウン バッファ 

セットアップ バッファおよびティアダウン バッファを会議に追加するオプションが削除されました。 
セットアップ バッファは、新しい [早期参加を許可（Allow Early Join）] 機能 [p.17] に変わりました。 

14.4 にアップグレードすると、既存のスケジュール済み会議からすべてのバッファが削除されま
す。早期参加はデフォルトで無効になっているため、会議の前に 5 分間の「早期参加」ウィンドウ
を開くように設定する必要があります。 

 
14.4 にアップグレードした後 72 時間以内に開催される One Button to Push 会議でスケジュールされたエ
ンドポイントについては、バッファは Cisco TMS から削除されていますがエンドポイントにはまだ残っ
ているため、開始時間が一致しません。（カレンダーは、会議の開始 72 時間前に Cisco TMS によって
エンドポイントにプッシュされます。） 

更新されたカレンダーをエンドポイントに強制するには、再起動します。 
 

WebEx オプション キーの要件の削除 

Cisco TMS で WebEx を有効にすると、オプション キーは不要になります。 
 

SNMP 以外のシステムの検出（Discover Non-SNMP Systems）の削除 

システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] > [詳細設定
（Advanced Settings）] では、SNMP がタイム アウトした場合に Cisco TMS がデフォルトで HTTP/HTTPS 
システムを検出するように、SNMP 以外のシステムの検出（Discover Non-SNMP Systems）するためのオ
プションが削除されました。 

HTTP/HTTPS を使用して システムを追加する場合は、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定
（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] > [Telnet/HTTP接続タイムアウト
（Telnet/HTTP Connection Timeout）] が使用されます。 
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TelePresence Conductor のスケジュール設定の改善 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Conductor を選択で、 
[エイリアス（Aliases）] タブの名前が[TelePresence Conductor] に変更されました。[エイリアス
（Aliases）] と [サービスs設定（Service Preferences）] の 2 つの新 しいタブが含まれています。
TelePresence Conductor のスケジュール設定の実装が次のように改善されました。 
 
 データベース スキャナ サービスは、TelePresence Conductor のキャパシティで Cisco TMS を

定期的に更新します。これは、強制的に更新（Force Refresh）でも行われます。 
 TelePresence Conductor のキャパシティが不足している場合に通知が送信されるようになりました。 

 エイリアスの優先番号の範囲は、TelePresence Conductor の範囲 0 ～ 65535 に合わせて 0 を含むよう
になりました。以前は 1 だったデフォルト値は、0 になりました。 

 [エイリアス（Aliases）] タブが変更されました。 

 14.4 では、XC2.3 のみがサポートされます。XC2.2 を実行中の場合は、次の順序でこれらのタスクを実施す
る必要があります。 
a. Cisco TMS を 14.4 にアップグレードします。 
b. TelePresence Conductor をバージョン 2.3 にアップグレードします。 
c. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Conductor を選択 > [設

定（Setting）] > [設定の編集（Edit Settings）] > [TMS スケジューリング設定（TMS 
Scheduling Settings）] で、[予約の許可（Allow booking）] がオンになっており、ダイヤル
設定が適切に設定されていることを確認します。 

d. Cisco TMS で 会議の診断を実行し、アップグレードの影響を受けるすべての会議を特定して修正します。 

 ルーティング時に優先ブリッジを選択する順序が、次のように変更されました。 
a. TelePresence Server 
b. TelePresence MCU 
c. TelePresence Conductor 

 マルチスクリーン システム リソース数のカウントが改善されました。 

 会議が編集され、元のエイリアスが利用できなくなった場合に、エイリアスを再生成するオプ
ションが追加されました。以前は、新しく利用可能なエイリアスを検索するために、会議を最
初から再予約する必要がありました。 

 エイリアスを無効化する機能によって、[予約の許可（Allow Booking）] 設定の選択を解除してエイリ
アスを「廃止」することができます。 

 Cisco TMS のエイリアスが TelePresence Conductor に存在しない場合、チケットが表示されます。 
これは、何らかの理由で TelePresence Conductor でエイリアスが編集または削除された場合に役立ちま
す。 

 
 設定が追加されました。[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > 

[会議設定（Conference Settings）] > [TelePresence Conductor リソースの制限（Restrict 
TelePresence Conductor Resources）]。 

 MCU が TelePresence Conductor に追加されたため、Cisco TMS で直接予約できなくなった場合、 
警告が表示されるようになりました。 

 
 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] にある、TelePresence Conductor の背後で機
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能している MCU に関する [コール ステータス（Call Status）] タブが削除されました。これまでこ
のタブにはデータが表示されませんでした。 

 リソース 計算用の新しい [サービス設定（Service Preference）] タブ。 
 キャパシティの計算と調整 

o リソース コスト計算（Resource Cost Calculator）：Cisco TMS で予約可能なサービス設定の
キャパシティの割合を調整します。TelePresence Conductor がサービス設定についてレポート
するキャパシティの、1 ～ 200% に調整することができます。 

o キャパシティの調整が変更される度に、監査ログでトラッキングを行います。 
 

TelePresence Conductor のスケジュール設定の制限 

TelePresence Conductor のスケジュール設定ソリューションには、現時点で重要な制限があります。導
入する前に、これらの「制限事項 [p.90]」とその回避策を慎重に検討することをお勧めします。
TelePresence Conductor と Cisco TMS のリリースでは、これらの制限事項に対応し、TelePresence 
Conductor を使用した Cisco TMS の最新の導入ガイドがその時点で利用可能になる予定です。 

 
マニュアルの変更 

 冗長性に関する情報は、『管理者ガイド』から『インストールとアップグレード ガイド』に移動しました。 
 Web ヘルプと『管理者ガイド』に、「新しい参加者テンプレート」の項を追加しました。 
 『インストールおよびアップグレード ガイド』に、データベース メンテナンス計画のベスト プラクティ

スに関する項を新たに追加しました。 
 
その他の変更 

 [SIP URI] フィールドが Cisco TMS ユーザ設定から削除されました。この削除により、SIP URI の連絡
方法が TMS ユーザの電話帳ソースに表示されなくなりました。 

 [モニタリング（Monitoring）] > [マップモニタ（Map Monitor）] が Cisco TMS から削除されました。 
 すべてのタイムゾーン データと更新は Unified CM によって実行されるため、Unified CM でプロビジョニ

ングされたエンドポイントのタイムゾーン情報が [システム（Systems）] > [システム概要（System 
Overview）] から削除されました。これにより、会議の終了時間と延長メッセージは、エンドポイント
のタイムゾーンではなく、これらのシステムの会議タイムゾーンで送信されます。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > 予約可能なシステムを選択 > [概要
（Summary）] > [会議（Conferences）] パネルが [今週の予約状況（This Week's Bookings）] 変更
され、この情報が次の 7 日間のシステムの予約のリストであることを的確に示すようになりました。 

 Cisco TelePresence TC ソフトウェア バージョン 6 以降を実行しているシステムで、会議制御セン
ターのスナップショットが有効になりました。 

 システムの消去は、非同期バックグラウンド イベントとして一括で処理されます。これにより、消去
するデータ量が多い場合に、データベースのタイムアウトを原因とした消去の失敗を回避できます。 

 会議用ブリッジおよび会議制御センターの TelePresence Conductor から。参加者のフィー
ドバックを受信および処理するメカニズムが改善されました。 

 TelePresence MCU または TelePresence Server でホストされている会議の会議終了通知が、画面の上部に
表示されます。通知は TelePresence Conductor でホストされる会議のセンターに残ります。 

 データベースが手動で作成された場合に、Cisco TMS のインストーラがスナップショットの分離設定を自動
的に設定します。SQL Server Management Studio を使用してそれらを設定する必要がなくなりました。 

 Cisco TelePresence ISDN Gateway のセキュアなサポートが追加されました。 
 SchedulerService は、会議の開始予定時刻の 5 分後まで 5 分ごとに、スケジュールされた会議の登録

に失敗するとこれを再試行します。 
 
 Cisco TMS の Windows サービスは、予期せずクラッシュした場合に自動的に再起動するように設
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定されます。再起動は 1 分ごとに試行されます。以前は、サービスの 1 つが予期せずクラッシュ
した場合は、何も実行されませんでした。 

 これにより、アクティビティ ステータスの概要リストから [会議の登録中（Registering conference）] 
イベントを削除できなくなりました。削除すると会議を開始できない事象が起きていました。 

 [会議の一覧（List Conferences）] ページで所有者による並べ替えはできなくなりました。 
 別のユーザに代わって予約された会議は、次の権限が設定されたグループ内のユーザに表示され

るようになります。 
 会議の一覧 - すべて：いずれのオプションもオフになります 
 会議の一覧 - 自分：読み取りと更新がオンになります 

 
Cisco TMSBA（予約 API）の変更 

このリリースの Cisco TMSBA バージョン番号は 13 です。以下の変更の一部はバージョン管理されず、
Cisco TMS14.6.2 で API を使用しているすべてのクライアントが、呼び出される API バージョンに関係なく
影響する点に注意してください。 

機能の技術的な詳細については 、『Cisco TMSBA プログラミング リファレンス ガイド』を参照してくださ
い。 

 
進行中の会議、および削除済み会議の処理の変更 

「過去の会議、進行中の会議、および削除済み会議の処理の変更 [p.17]」でのすべての変更は 、
Cisco TMS 14.4 で使用される Cisco TMSBA のすべてのバージョンにも影響します。 

 
接続なし（No Connect）会議タイプのサポート 

Agqam� RKQ@?�は、[接続なし（No Connect）]�としての会議の予約をサポートします。この場合、すべての参
加者がダイヤル�インする必要があり、自動的に接続さる、またはプロンプトが表示されることはありませ
ん。 

 
会議に電子メール アドレスを含める機能のサポート 

参加者ごとに電子メール アドレスを 1 つ含めることができるようになり、Cisco TMS から参加者に会議の
電子メール通知を送信するために使用できます。Cisco TMSPE 1.2 以降、Smart Scheduler でこの機能を使用
して、Cisco TMSPE ユーザがミーティングに招待されます。 

 
ライセンス トラッキングの変更 

CISCO TMS で各クライアントのライセンス キーの使用を認識できるように、クライアント セッション文字
列が 1 つ SOAP ヘッダーに追加されました。これまでは、キーがクライアント サーバの IP アドレスに関連
付けられていました。 

この新しい実装により、冗長なクライアント導入環境の異なるノードで、Cisco TMSBA に同じライセン
ス キーを使用できるようになりました。 

実装の詳細については 、『Cisco TMSBA プログラミング リファレンス ガイド』の「SOAP ヘッダー」の
項を参照してください。 

 
会議の延長の非同期 

手動または自動による会議の延長が、Cisco TMSBA を介して同期されなくなりました。スケジュールされた
終了時間がクライアントに保持されます。「延長時のリソース可用性チェック [p.18]」も参照してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
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過去のインスタンスを含む一連の会議の保存 

過去に 1 つ以上のインスタンスが発生した Cisco TMSBA クライアントによって発生した、一連の会議を保
存することができます。 

 
新しい定期的なパターン 

月の指定曜日での月単位の繰り返しがサポートされます。 
 
すべてのインスタンスが例外である一連の会議のサポート 

元の定期的なパターンからの例外だけを含む一連の会議を作成することができます。 
 
会議を一意に識別するための外部プライマリキーの使用 

SaveConference 機能では、存在する場合は ExternalPrimaryKey を API スケジュールされた会議のプライ
マリ識別子として使用し、これを一意の値として処理します。ExternalPrimaryKey が存在する場合は、
ExternalPrimaryKey での一致は、会議のクエリと保存のためのCisco TMSBA 機能における会議 ID での一
致よりも優先されます。したがって、14.4 の場合、既存の ExternalPrimaryKey を使用して会議を保存す
ると、既存の会議は上書きされます。この変更は、すべての Cisco TMSBA バージョンに影響します。 

 
その他の変更 

 Cisco TMSBA では匿名認証がサポートされなくなりました。 

 アドホック会議は、トランザクションログを介した同期で使用できなくなりました。この機能は、
過去に Cisco TMSXE でのみ使用されています。 

 Cisco TMSBA を介して一連の会議を変更する場合の、Cisco TMS でのより具体的な会議ログ メッセージ。 
 いくつかの新しいエラー メッセージがあります。概要については『Cisco TMSBA プログラミング リファ

レンス ガイド』を参照してください。 

 空の XML 要素として表示されている空のフィールド数を増やしました。以前は省略されていまし
た。 

 削除の例外に変更済みデータが含まれるようになりました。 

 GetConferencesForSystems と GetConferencesForUser は UTC 時間でのみ入力を取得します。 

 GetRecurrentConferenceByIdWithFirstOngoingOrPendingStartTime メソッドを追加しました。 
返された会議の開始時間は、最初の進行中または保留中の会議インスタンスにマッピングされます。 

 主に Cisco TMSXE をサポートするために、いくつかの新しいメソッドが追加されました。 
 

14.3.2 での変更 

TelePresence Server の通信 

Cisco TMS は、TelePresence Server が通信に使用しているプロトコルを記録するようになりました。これ
までは、Cisco TMS は、最後に成功した接続が HTTP にフォール バックしたかどうかに関係なく、常に 
HTTPS 経由で TelePresence Server との通信を試みていました。HTTP を使用して通信する TelePresence 
Servers では、この変更の結果としてパフォーマンスが大幅に改善されます。 

 
TelePresence Server への会議のエスカレーション 

MCU を手動で追加して予約した既存の会議にマルチスクリーン参加者を追加すると、マルチスクリーン参

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-programming-reference-guides-list.html


Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 30/97 ページ 

新機能 
 

 
 

加者に対応するために会議が TelePresence サーバに再ルーティングされます。 
 
 
 
割り当てに関する説明を『Cisco TMS 管理者ガイド』に追加 

Cisco TMS がスケジュール済み会議に参加者を割り当てる方法を説明する「ルーティング」の章に、新しい
項が追加されました。 

 
タイムゾーン更新ツールに追加されたフィールド 

新しいフィールド [処理する一連の会議数（Number of conference series to process）] がタイムゾーン
更新ツールに追加されました。この設定可能なフィールドのデフォルトは 1000 で、これはツールの実行時
にチェックされる一連の会議の数となります。このフィールドの値よりも多くの一連の会議をチェックす
るには、ツールを再度実行する必要があります。 

 
14.3.1 の新機能 

Web インターフェイスの改善 

テキスト文字列が変更され、これには以下が含まれます。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Conductor、TelePresence 
Server または TelePresence MCU を選択 [拡張設定（Extended Settings）] の、最初の会議 ID
（First Meeting Id）、会議 ID のステップ（Meeting ID Step）、および会議 ID の数（Meeting ID 
Quantity）を数字IDベース（Numeric ID Base）、数字IDステップ（Numeric ID Step）、数字ID
の桁数（Numeric ID Quantity）に変更。 

 会議パスワードは今後 PIN と呼ばれます。これは英数字ではなく数値である必要があります。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] の [ログファイルのダウンロード（Download Log Files）] の名前を、ダウン
ロードした zip フォルダの内容をより的確に表すように [ダウンロード診断ファイル
（Download Diagnostic Files）] に変更しました。 

 
動作の変更には、次のようなものが含まれます。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [概要（Summary）] > 
[会議（Conferences）] にクリック可能なリンクを追加しました。これをクリックすると、選択し
た会議を [会議の表示（View Conference）] ページで起動します。 

 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > Cisco VCS を選択 > [プロビジョニング
（Provisioning）] > [VCS プロビジョニング モード（VCS Provisioning Mode）]の設定が削除されま
した。これは、Cisco TMS Agent のレガシーが Cisco TMS 14.x でサポートされていないためです。唯一
使用可能なプロビジョニング モードは [プロビジョニング拡張機能（Provisioning Extension）] です。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network 
Settings）] > [Active Directory からのユーザ情報のルックアップ（Lookup User Information from 
Active Directory）] を [いいえ（No）] に設定すると、このページの [Active Directory] セクション
の他のすべてのフィールドが無効になります。 

 [個人情報の編集（Edit Personal Information）] ポップアップ ウィンドウの [電話番号（Phone 
Number）] フィールドの検証が削除されました。 
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 タイムゾーン更新ツールでは、ツールが複数回実行されると、[ホスト名（Hostname）]に入力された
値が記憶されるようになりました。 

 
 新しい設定 [Webex 予約の許可（Allow Webex Booking）] が、[システム（Systems）] > [ナビ

ゲータ（Navigator）] > TelePresence Server または MCU を選択 > [TMS スケジュール設定（TMS 
Scheduling Settings）] に追加されました。これは、アップグレード後の新しいブリッジまたは
既存のブリッジでデフォルトで有効になっています。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] に設定可能な新しい設定 [スケジュールされたコールに対する割り当ての試行回数
（Allocation Attempts for Scheduled Calls）] が追加されました。Cisco TMS がブリッジ上で会議
の割り当てを試行する回数を指定することができます。デフォルト値は 4 です。 

 エンドポイントと MCU のシステム SIP URI が [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] 
> システムを選択 > [コール ステータス（Call Status）] に表示されるようになりました。 

 
セキュリティ 

 セキュアな Cisco TMS 上での TelePresence Server の追加と管理がサポートされます。 
 H.323 コールに対する TelePresence Server の会議暗号化サポートが導入されました。 

 Unified CM で登録された TC/TE エンドポイントへの SIP 転送タイプの暗号化および読み取りサポート
が追加されました。SIP 転送タイプが SSL の場合、暗号化されたコールが可能になります。 

 
エンドポイント 

 CISCO TelePresence TC ソフトウェア パッケージは、TC 6.1 リリースで発生したリリース キー ポリシー
の変更により、Cisco TMS にダウンロードされなくなりました。詳細については 、 
TC6 ソフトウェア リリース ノートを参照 してください。 

 Polycom HDX 8000 HD の最大帯域幅を 6144 kbps に増やしました。 
 
ログ 

 Cisco TelePresence Management Suite Analytics Extension（Cisco TMSAE）のログファイルが 
[診断ファイルのダウンロード（Download Diagnostic Files）] zip ファイルに含まれるよう
になりました。 

 TelePresence Conductor を介してスケジュールされた会議の会議制御センター イベント ロ
グに、会議で使用されたブリッジに関する情報が含まれるようになりました。 

 
14.3 の新機能 
14.3 での新しい機能または変更された機能は次のとおりです。 

 
TelePresence Server のサポートの改善 

Cisco TMS 内の TelePresence Server の操作モードが、次のいずれか 1 つとして表示されます。 

 リモート管理 
 ローカル管理 

 
[リモート管理（Remotely Managed）] モードの TelePresence Server は、Cisco TMS に存在する 
TelePresence Conductor によって管理されている場合のみ Cisco TMS でサポートされます。Cisco TMS 
の TelePresence Server でこれらの基準が満たされない場合、警告チケットが発生します。 

Cisco TMS は、[リモート管理（Remotely Managed）] に設定されている TelePresence Server からの
管理アドレスを消去します。 

http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/software/tc6/release_notes/tc_software_release_notes_tc6.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/software/tc6/release_notes/tc_software_release_notes_tc6.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/software/tc6/release_notes/tc_software_release_notes_tc6.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/software/tc6/release_notes/tc_software_release_notes_tc6.pdf
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以下は、このリリースで行われたその他の改善点です。 

 
 
 アイコンと説明が更新されました。アイコンには、TelePresence Server がラック内にあるかどうかが

示されます。 

 TelePresence Server のバージョン 2.2 以降が必要です。Cisco TMS を 14.3 にアップグレードす
る前に、必ず TelePresence Server をアップグレードしてください。 

 仮想マシン上の Cisco TelePresence Server のサポートが追加されました。 

 Cisco TMS に TelePresence Server を追加する場合、[会議にロビー画面を使用する（Use Lobby Screen 
for conferences）] が [オン（On）] に設定されます。 

 切断後に TelePresence Server を介してコールを再接続します。 これには Webex ビデオも含まれます。 
 

TelePresence Conductor サポートの改善 

各組織のダイヤルプランの制限により適切に対応するために、Cisco TMS で使用される TelePresence 
Conductor エイリアスの数値変数の部分は、管理者に対して設定可能になっています。 

新しい設定は、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で TelePresence コンダクタを選
択し、[拡張設定（Extended Settings）] タブに移動することで確認できます。 

 最初の会議 ID（First Meeting ID）：数値 ID の作成時に開始する番号。 

 会議 ID のステップ（Meeting ID Step）：生成された各 ID で数値 ID を増やす量。 

 会議 ID の数（Meeting ID Quantity）：許可される会議 ID の数。 
 
今回のリリースでのその他の変更点 

 エイリアスの選択は、管理者が指定した優先順位の高いリストを使用して行われます。
変色したエイリアスや他のエイリアスに対して、異なる事前設定を定義できます。 

 スケジュール設定用の SIP と H.323 の設定が [TelePresence Conductor 編集設定（TelePresence 
Conductor Edit Settings）] タブに追加されました。 

 
バージョン XC2.2 がサポートされ、必須となりました。14.3 では、XC1.2 のサポートが終了しました。
以前のバージョンの TelePresence Conductor が検出されると、Cisco TMS でチケットが作成されます。 

XC2.2 の場合に推奨される導入モデルは、SIP 専用のバック ツー バック ユーザエージェント（B2BUA）です。 

TelePresence Conductor のスケジュール設定の制限 

TelePresence Conductor のスケジュール設定ソリューションには、現時点で重要な制限があります。導
入する前に、これらの「制限事項 [p.90]」とその回避策を慎重に検討することをお勧めします。
TelePresence Conductor と Cisco TMS のリリースでは、これらの制限事項に対応し、TelePresence 
Conductor を使用した Cisco TMS の最新の導入ガイドがその時点で利用可能になる予定です。 

 
TelePresence Server と MCU の会議 ID の数の設定 

[会議 ID の数（Meeting Id Quantity）] の設定は TelePresence Server と MCU にも実装されてお
り、各システムの [拡張設定（Extended Settings）] タブで使用できます。 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 33/97 ページ 

新機能 
 

 
 

 
TelePresence Conductor で管理される TelePresence Server と MCU のサポートの改善 

 Cisco TMS は、管理されたブリッジの TelePresence Conductor からのフィードバックを使用し、
それらのブリッジから直接送信されたフィードバックを無視します。 

 無関係な設定および診断チケット、また TelePresence Conductor で管理されるブリッジ用のすべての
拡張設定が Cisco TMS から削除されました。削除されたチケットは、帯域幅、ゲートキーパー、およ
び SIP サーバの登録に関連しています。 

 TelePresence Conductor によってホストされる会議が、[会議の開始またはMCUポーリングに失敗した場合] 
に設定されている場合、Cisco TMS では [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] 
> [会議設定（Conference Settings）] > [詳細会議オプション（Advanced Conference Options）] > [自動 
MCU フェールオーバー（Automatic MCU Failover）] の設定が無視されます。  

 
自動生成 PIN で設定可能な長さ 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference Settings）] 
で、管理者が作成された各会議の PIN コードの自動生成時に Cisco TMS に含める桁数を指定できる、 
新しい設定が導入されました。 

新しいフィールドの名前は、[自動生成されたパスワードの長さ（Auto Generated Password 
Length）] です 。この設定は、[新しい会議用自動生成パスワード（Auto Generate Password on 
New Conferences）] が有効になっている場合にのみ適用されます。 

 
すべての参加者に、スケジュールされた会議が終了することの通知 

マルチポイント ブリッジで会議がホストされている場合、すべての会議参加者がビデオ内通知を設定可能
な間隔で受信することができます。デフォルトでは、会議の終了予定時刻の 5 分前と 1 分前に通知が送信さ
れます。 

これまでは、TelePresence MCU、TelePresence Server、または TelePresence Conductor でホストされた
会議で、Cisco TMS から直接送信される通知に対応しているマスター参加者のみに、会議が終了する警
告が出されていました。 

 
この機能を有効にするには、次の手順を実行します。 

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

2. [会議接続/切断オプション（Conference Connection/Ending Options）] で、[会議終了に関
するビデオ内の警告の表示（Show In-Video Warnings About Conference Ending）] を [は
い（Yes）] に設定します。 

 
間隔を設定するには、次の手順を実行します。 

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

2. [終了 X 分前のメッセージ表示（Show Message X Minutes Before End）] で、会議が終了する何分
前にメッセージを表示させるかを入力します。 
メッセージを複数回表示するには、複数の値をコンマで区切って入力します。 

 
これまでは、従来の TelePresence MPS システムでのみこの設定がサポートされ、指定可能な値は  
10、5、1 の 3 つのみでした。 
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CTS/TX エンドポイントのサポートの改善 

Cisco TMS では、CTS/TX エンドポイントで次のことが可能となっています。 

 ビデオ会議のマスターになる。 

 Cisco TMS からのアラートおよび通知の受信と表示（ビデオ会議マスターの会議の開始と終了の通
知を含む）。 

 早い段階でのコールを参加者に許可するかどうかと、そのタイミングを決定する際に使用できる、 
セットアップ バッファの受信。 

 
上記の機能は、TX 6.0.2 および CTS 1.10.1 のソフトウェア バージョンでのみ動作します。 

 
新しいスケジュール ログと改善されたログ ドキュメント 

ルーティングおよびスケジュール関連イベントのデバッグに関する新しいログ 4 つが Cisco TMS に追加さ
れました。 

ログはデフォルトでオフになっています。アクティブ化するには、以下リストに示す設定ファイルで 
"SchedulingLogger" を INFO または DEBUG に設定します。 

 

ログ名 説明 設定ファイル 

log-scheduling- 
liveservice.txt 

LiveService ルーティング決定
のレコードを保持します。 

C:\Program Files (x86) 
\TANDBERG\TMS\Services\TMSLiveService.exe.CONFIG 

log-scheduling- 
schedulerservice.txt 

SchedulerService ルーティング
決定のレコードを保持します。 

C:\Program Files (x86) 
\TANDBERG\TMS\Services\TMSSchedulerService. 
exe.CONFIG 

log-scheduling-web- 
external.txt 

Cisco TMSBA ルーティング決
定のレコードを保持します。 

C:\Program Files (x86) 
\TANDBERG\TMS\wwwTMS\external\Web.config 

log-scheduling-web- 
tms.txt 

Cisco TMS Web インターフェ
イスを使用して作成される予約
のルーティング決定のレコード
を保持します。 

C:\Program Files 
(x86)\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Web.config 

Cisco TMS ログとそれぞれの設定ファイルの包括的な概要を含む、ログに関する項が、『Cisco TMS 管
理者ガイド』の「トラブルシューティング」の章と組み込みのヘルプにも追加されています。 

 
WebEx Enabled TelePresence の改善 

Cisco CMR Hybrid を使用しているお客様のために、Cisco TMS は次をサポートするようになりました。 

 TelePresence Server を使用した TSP 音声 

 Cisco TMS Web インターフェイスまたは Cisco TMSBA を介して予約された会議の参加者アクセス コード。 
 
参加者のアクセス コードが以下に追加されました。 

 [会議の表示/編集（View/Edit Conference）] の [WebEx の詳細（WebEx Details）] タブにアクセス コ
ードが表示されます。 

 予約確認電子メール（フィールドが使用されている場合）。 

 WebEx 要素の ParticipantAccessCode。 
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セットアップ バッファが含まれてない場合の電子メール警告 

セットアップ バッファが設定されていないとき、およびテレプレゼンスの参加者が開始時間の前にコ
ールできない場合に、特別な警告を含めるように予約の招待を設定できるようになりました。 

タグ {NO_SETUP_BUFFER_MESSAGE} が、デフォルトでテンプレートに含まれますが、これは空であ
り、表示されません。説明文を追加すると、そのテキストが予約の招待の上部にある黄色の警告セクシ
ョンに表示されます。 

 
データベース保管の最適化 

規模が非常に大きいデータベースをご利用の場合、データベースの規模が縮小されます。 
 
その他の変更 

 [検索（Search）] と [すべてのシステム（All Systems）] ビューで、[ナビゲータ（Navigator）]  
ツリーがアルファベット順に並べ替わりました。 

 Unified CM に名前がない限り、Unified CM によって管理されるエンドポイントのシステム名に 
SEP+ Mac アドレスが追加されなくなりました。 
名前は、Cisco TMS でシステムが手動または自動で最初に更新される時に、更新されます。 

 
以下のサポートが削除されました。 

 お客様側で用意したサーバ上の Windows Server 2003。 

 Cisco TMS インストーラの英語以外の言語。 

 他のサードパーティ製/廃止されたシステムの数。詳細については、「相互運用性 [p.92]」を参照してく
ださい。 

 
冗長なオプションおよび廃止されたオプションを削除しました。 

 廃止されたユーザアカウント設定 Exchange 統合サービス アカウント（Exchange Integration Service 
Account）がユーザ設定から削除されました。 

 アップグレード ダイアログから仮想ディレクトリの冗長なオプションが削除されました。 

 廃止された IIS コンポーネント XAPsite が削除されました。 

 電話帳の「システムに設定（Set on Systems）」リストから TelePresence Conductor のエント
リを削除しました。TelePresence Conductor では電話帳を受信できません。 

 暗号化された会議や、TelePresence Server または MCU でスナップショットが提供されないその他
のシナリオにおける、会議制御センターからの「スナップショット」オプション。 

 
マップモニタ（Map Monitor）は今後のリリースで削除されます。 

 
14.2 の新機能 

スマート スケジューラーのサポートの導入 

このリリースで、Cisco TMS から TMS Scheduler が削除されます。 

これに替わって、Cisco TelePresence Management Suite プロビジョニング拡張機能（Cisco TMSPE）の一
部として無料で利用できる、新しいスマート スケジューラーが導入されました。詳細については 、
『Cisco TMSPE リリース ノートNotes』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/prod_release_notes_list.html
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WebEx Enabled TelePresence のサポート 

TelePresence と WebEx の両方の参加者を含む Cisco TMS でのビデオ会議をスケジュール設定できるよ
うになりました。 
 

 WebEx 会議と TelePresence 会議間のビデオを完全に統合したこの 2 つの会議の組み合わせ。 

 Cisco TMS を介した TelePresence システムと WebEx ユーザのシームレスな予約。 

 予約 API から WebEx を使用した会議予約のサポート。 

 WebEx 内での委任認証とも呼ばれるシングルサインオンのサポート。 

 
タイムゾーン対応 

バージョン 14.2 以降では、Cisco TMS のすべての予約関連機能がタイムゾーン完全対応となっていま
す。この機能は、夏時間（DST）変更イベントやその他のタイム ゾーンの変更を挟んだ予約の有効性
を保証するために必要です。 

次のような変更が含まれます。 

 予約関連の日付は、会議が予約されているタイム ゾーンの DST 変更規則の全セットとともに、サ
ーバの UTC に保存されます。 

 14.2 へのアップグレード前に予約されていた会議は、サーバのタイムゾーンで利用可能な現在のタイ
ムゾーン情報で自動的に更新されます。 

 [会議設定（Conference Settings）] の [会議予約時刻（Conference Booking Time）] が削除されました。 
 
以前のリリースからの既存データには、DST 変更イベントを挟む会議に影響する矛盾が含まれる場合があり
ます。 

管理者が、以前のバージョンからのアップグレード後の不正な会議時刻を回避できるよう、Cisco 
TMS タイムゾーン更新ツールが提供されています。また、レポート機能の下位互換性のために、日付
もローカル サーバの時刻で保存されます。 

タイムゾーン更新ツールは、Cisco TMSBA を使用してタイムゾーンを変更します。Cisco TMS Web イン
ターフェイスを使用して既存の会議のタイムゾーンを変更できない点に注意してください。 

 
このリリースより前は、設定済みの Cisco TMS サーバのタイムゾーンですべての予約が自動的に行なわれ
ていました。したがって、サーバのタイムゾーンから UTC への変換は、DST の変更に関連して失敗するこ
とがありました。 

Cisco TMS サーバのタイムゾーンの変更はまだサポートされていない点に注意してください。 

タイムゾーンの変更が予約データとタイムゾーン データの移行に与える影響の詳細については 、 
『Cisco TelePresence Management Suite インストール ガイド』を参照してください 。 

これらの変更によって API がどのように影響を受けるかについて、「Cisco TelePresence Management 
Suite Extension Booking API [p.39]」も参照してください。 
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電子メール テンプレートの設計と機能の更新 

新しい電子メール テンプレートが、画像、クリック可能なリンク、また、より直感的なレイアウトを組
み込む目的で設計されました。 

 

主な特長は次のとおりです。 

 電子メール通知に含まれるデータは簡素化され、各参加者に最も重要な詳細のみが含まれるように
なっています。 

 クリック可能なリンク：SIP リンクによって、クライアントマシンまたは他の SIP クライアント上
で Cisco Jabber Video for TelePresence を開きます。 

 各テンプレートには HTML とプレーン テキストのバージョンがあります。 

 ローカリゼーション：26 言語がサポートされています。 
 
これらの変更は、次の電子メール通知に反映されます。 

 予約の招待 -（以前の名称：確認）：会議の参加者に送信される電子メール。参加者ごとに最も重要
な情報が表示されます。 

 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 38/97 ページ 

新機能 
 

 
 

 予約のキャンセル -（以前の名称：削除）：会議がキャンセルされた場合、参加者に送信される電子
メール。 

 予約イベント - 会議要求が失敗した場合、いくつかの詳細を含むこの電子メールを管理者に送信
できるように、予約 API で使用するために新規追加。 

 
従来のテンプレートとの下位互換性が優先されています。 

 古いテンプレート（予約確認と予約削除）は Cisco TMS で使用されなくなりました。これらは、新し
い予約の招待と予約のキャンセルに変わっています。 

 テンプレート リストには古いテンプレートと新しいテンプレートの両方が表示されます。古いテンプレ
ートにはその後に LEGACY と表示されます。 

 14.2 にアップグレードした後、管理者は古いレガシー テンプレートの内容を対応する新しいテンプ
レートにコピーして貼り付けることができます。 

 
Cisco TMS での MCU 会議の参加者数を制限するオプション 

Cisco TMS では、ポート予約モードでない場合でも、Cisco TelePresence MCU と TelePresence Server の
会議参加者数を制限できます。[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > MCU を選択 > 
拡張設定（Extended Settings）> [ポートをスケジュール参加者の数に制限する（Limit Ports to 
Number of Scheduled Participants）] に新しい設定が追加されました。ポート予約モードがこの MCU 
について有効になっている場合、この設定は [はい（Yes）] に設定されてグレー表示になっています。
ポート予約が MCU について有効になっていない場合は、この設定を使用して、スケジュールされた参
加者の数に使用ポート数を制限するかどうかを選択できます。 

これは、予約中に会議ごとに設定することもできます。会議に参加者が追加されると、同じ設定が 
[MCU 設定（MCU Settings）] タブに表示されます。 

 
システム接続ステータスを更新する新しいオプション 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network 
Settings）] に、 [システムのシステム接続性の更新（Update System Connectivity for Systems）] の新
しい設定が導入されました。 

Cisco TMS がファイアウォールの背後にあることを検出した場合、またはパブリック インターネット
上で到達可能と判断した場合に、システムの接続ステータスを変更するかどうかを選択することがで
きます。[自動（Automatic）] に設定すると、ステータスが変更されます。[手動（Manual）]に設定す
ると、Cisco TMS は以前のステータスから変更されませんが、[システム（Systems）] > [ナビゲータ
（Navigator）] > システムを選択 > [接続（Connection）] タブ > 各システムの [システムの接続性
（System Connectivity）] で、これを変更することができます。 

詳細については、『Cisco TelePresence Management Suite 管理者ガイド』の「システム管理の概要」章
の「Cisco TMS が管理対象システムと通信する方法」の項を参照してください。 

 
「接続なし」会議のコールのルートを変更するオプションの削除 

「接続なし」タイプの会議を予約すると、システムが予約され、その会議のコールのルートが生成され
ますが、すべての参加者が手動で会議にダイヤル インする必要があります。本リリース以降、ユーザは
「接続なし」会議のスケジュール設定時に生成されたコール ルートを変更できなくなりました。 

 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_maintenance_guides_list.html
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Cisco TelePresence Management Suite Extension Booking API 

Cisco TMSBA がバージョン 11 になりました。機能の更新には、次のものが含まれます。 

 スケジュール設定用の新しいタイムゾーン対応機能は、Cisco TMSBA にも適用されます。 
クライアントの統合では、ConferenceTimeZoneRules を使用して、予約時に一連の完全なタイムゾーン 
ルールを会議データと一緒に提供できるようになりました。ルールが提供されない場合は、会議所有者
のタイムゾーン ルールが Cisco TMS で使用されます。以前 のバージョンからの移行の詳細について
は、「タイムゾーン対応 [p.36]」を参照してください。 

 Cisco CMR Hybrid が Cisco TMSBA でサポートされています。新しい ExternalConference 属性を使用して 
WebEx を会議に追加することを強くお勧めします。会議に WebEx を追加する前の方法
（DataConference）については、下位互換性に対応するため維持されています。非 WebEx デ
ータ会議のサポートは、API バージョン 10（Cisco TMS 14.1）で廃止されました。 

 SIP 音声ダイヤルインとダイヤルアウト参加者の予約が完全にサポートされるようになりました。 

 クライアントには、電子メール確認または他の予約イベントの通知を呼び出す 
GetConferenceBookingEventMail と GetConferenceInviteMail の 2 つの新しい機能が提供されていま
す。また、クライアント独自のエラー、警告、または情報メッセージを電子メール通知に挿入することも
できます。クライアントは、SOAP ヘッダーの新しい SendConfirmationMail フラグで、予約要求ごとに電
子メール通知を送信するかどうかを決定できます。 

 電子メール通知の言語サポート：Conference オブジェクトの新しい ConferenceLanguage 属性で、通
知に使用する言語を指定します。新しいリモート設定 API 関数 GetConferenceLanguages は、サポ
ートされている言語の完全なリストを返します。 

 
既存の機能に対して以下の変更が行われました。 

 GetConferencesForSystems はスケジュールされた会議のみを返し、アドホック会議は今後含
まれません。 

 GetConferencesForUser と GetConferencesForSystem は、最も近い日に丸めるのではな
く、分を使用して計算するようになりました。 

 
進行中の会議の処理方法にいくつかの変更が実装されています。 

 進行中の会議中に Cisco TMSBA を使用して参加者を追加または削除するときに、Cisco TMS が
既存のコール ルートを消去しなくなりました。 

 進行中の会議の開始時間を変更すると、会議が再びシーディングされ、進行中の会議が中断さ
れる可能性があります。 

 SaveConference を使用して一連の会議のうち進行中の会議予約に変更を行う場合に、クライアント
が、進行中の会議が変更の影響を受けることを防ぐため、またその会議や一連の会議に対する中断的
な影響を防ぐために使用できる、新しい 進行中（Ongoing）の要素が導入されました。 

 GetRecurrentConferenceById は、進行中の会議発生と次に予定されている一連の会議発生の両
方の開始時間と終了時間を返します。 

 
上述の機能とそれらを使用する方法の詳細については、このバージョンの『Cisco TelePresence 
Management Suite Extension Booking API プログラミング リファレンス ガイド』を参照してください。 
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14.2 での変更 
 

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 のサービスパック要件の変更 

Cisco TMS のこのバージョンにアップグレードする前に、次の点を確認してください。 

 Windows Server 2008 には Service Pack 2 が必要です。 

 Windows Server 2008 R2 には Service Pack 1 が必要です。 
 

Cisco TMS Web サイトで HTTPS をデフォルトで有効化 

セキュリティを向上させるために、HTTPS は Cisco TMS Web サイトでデフォルトで有効になっていま
す。管理者は、インストール中に証明書を提供するか、自己署名証明書を生成するかを尋ねられます。 

 
Windows Server 2003 ASP.NET バージョンの更新 

Windows Server 2003 に Cisco TMS をインストールする場合、インストーラはデフォルトの Web サイト
上の ASP.NET バージョンをバージョン 4.0 に設定します。 

 
カスケードされた MCU 会議でのルーティングと分配 

最小コストルーティング 

カスケードされた会議では、 

Cisco TMS は、次の順序で MCU 優先させます。 

1. Cisco TelePresence MCU 
2. Cisco TelePresence MPS 
3. Tandberg MCU 
4. サードパーティ API 

 
Cisco TMS は、残存容量が最も多い MCU を常に優先します。これにより、以前の Cisco TMS リリースで必
要だったよりも MCU を効果的に少なくすることができ、リソースを効率的に使用することができます。 

 
ベスト インプレッション分散 

このリリースでは、ベスト インプレッション分散に対して次の 2 つの変更が行われました。 

 MCU は、ISDN ポートの総数ではなく、使用可能なビデオ ポート数でソートされるようになりました。 

 会議を保存する前のルート チェックが改善されました。これにより、会議の保存に関する
問題が回避されます。 

 
Cisco CTS Native Interop Call Routing を有効にする（Enable Cisco CTS Native Interop Call Routing）
の削除 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] にあったこの設定は、 TelePresence Server がコールをブリッジする必要なく、TC または 
TE ソフトウェアを実行するエンドポイントと Cisco TMS の Cisco CTS エンドポイント間のコールのス
ケジュール設定を可能にするために、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）および CTS 
のエンドポイントで使用されていました。 

これは CTS バージョン 1.7.4 以前および Unified CM バージョン 8.5 以前にのみ適用されます。 
 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 41/97 ページ 

新機能 
 

 
 

デフォルト設定では [いいえ（No）]に設定されていました。Cisco TelePresence Server が会議をホスト
します。設定が永続的に [はい（Yes）] に設定されています（TelePresence Server は使用されませ
ん）。また、GUI からは削除されました。このため、コールで CTS エンドポイントをルーティングする
ときに Cisco TMS はデフォルトで TelePresence Server を使用しません。 

Cisco TMS をアップグレードする前に、古いソフトウェアを実行している CTS エンドポイントと 
Unified CM をアップグレードする必要があります。これを行わないと、ルーティングに失敗するため、
CTS エンドポイントと TE および TC ソフトウェアを実行しているエンドポイント間で、コールをスケジ
ュールする機能が失われる可能性があります。 

Cisco TMS を 14.2 にアップグレードすると、以前に無効にされた場合 でも設定が [はい（Yes）] に変更
されます。アップグレード前に予約された今後の会議のルーティング動作は変わりません。これらのコ
ールでは引き続き TelePresence Server が使用されます。 

 
参加者の追加（Add Participants）ウィンドウの最近使用したデバイス（Last Used）タブ：一覧に表示さ
れているシステムの数 

[参加者の追加（Add Participants）] ポップアップ ウィンドウの [最近使用したデバイス（Last Used）] 
タブに、ログインしたユーザが最近使用した 10 システムが、デフォルトとして一覧表示されるようにな
りました。これまでは、これは設定可能な値でした。 

 
構成テンプレートの更新 

TC ソフトウェアの設定テンプレートが、TC6.0.1 リリースで導入された新しい設定に更新されました。 
 
スケジュールされたコールに対する割り当ての試行回数（Allocation Attempts for Scheduled Calls） 

割り当ての試行回数は、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定
（Conference Settings）] > [スケジュールされた通話に対する接続の試行（Connection Attempts for 
Scheduled Calls）] で設定されている番号に従います。これまでは、最大 3 回まで割り当ての試行が実
行されました。 

 
データベースのスナップショット アイソレーション 

ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION が、デフォルトでtmsng データベースに対して [オン（On）] になってい
ます。管理者がデータベースを手動で設定するには、この設定が有効になっている必要があります。
READ_COMMITTED_SNAPSHOT が [オフ（Off）] に設定されている必要があります。 

 
会議制御センターのメッセージ送信（Send Message）機能 

システムで受信されたメッセージが、MCU でホストされているシステムに関してのみ、画面の中央から下
部に移動されました。現時点では、TelePresence Server でホストされているシステムには影響しません。
これは、今後の Cisco TMS リリースで変更される予定です。 
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サードパーティ製システムのサポートの削除 

このリリースでは、次のサードパーティ製システムのサポートが削除されます。 

 Sony PCS-シリーズ 

 Polycom Viewstation（第 1 世代と第 2 世代） 

 Polycom iPower 
 Polycom ViaVideo 
 VTEL Galaxy 
 Aethra VegaStar 

 Rad ViaIP ゲートウェイ 

 Rad ECS GK 

 Vision シリーズ 
 
今後のリリースで予定されている変更 

Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows Server 2008 32 ビット オペレーティング システム
のサポートは、次のリリースの Cisco TMS で削除されます。ただし、Windows Server 2003 では Cisco TMS 
サーバ アプライアンスが引き続きサポートされます。 

[モニタリング（Monitoring）] > [マップモニタ（Map Monitor）] は、予定されているリリースで削除され
ます。 

 
14.1 の新機能 

Cisco TelePresence Conductor のスケジュール設定のサポート 

Cisco TMS は、Cisco TelePresence Conductor XC1.2 での会議のスケジュール設定をサポー
トするようになりました。次の機能が導入されています。 

 
 TelePresence Conductor をルーティングでの優先 MCU にします。 

 Cisco TMS で TelePresence Conductor エイリアス パターンを設定し、TelePresence Conductor および 
VCS で使用する正規表現を表示します。 

 予約におけるエイリアスの自由な選択。変数の部分を変更して、独自の会議アドレスを作成できます。 

 予約中に変更されていない場合に、会議アドレスを自動生成します。 

 Cisco TMS は、エイリアス パターンから生成された会議アドレスを予約します。 

 予約プロセス中に選択した会議アドレスが利用可能か確認します。 

 Cisco TMS から TelePresence Conductor で予約可能な同時スケジュールされたコールの最大数を設
定します。TelePresence Conductor 上のリソースの割り当てには影響しませんが、管理者はアドホ
ック コールのために TelePresence Conductor リソースを保存することができます。 

 MCU が Cisco TMS に追加される場合、TelePresence Conductor によって管理される MCU からの 
CDR。CDR には ConferenceID が含まれていない点に注意してください。 

 会議制御センターでのスケジュールされたコールとアドホック コールのモニタリング。 
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新しいエンドポイントのアップグレード API 

ソフトウェア バージョン TC 6.0 を実行している Cisco エンドポイントには、ソフトウェア アップグレード
で使用する新しい API が追加されています。以前の TC ソフトウェアのエンドポイントは、以前のアップグ
レード API を使用します。 

 Cisco TMS からソフトウェア パッケージを取得するのはエンドポイントです。アップグレードは、エ
ンドポイント自体が開始すると開始されます。 

 Cisco TMS の [システムのアップグレード ステータス（System Upgrade Status）] ページも改善されまし
た。エンドポイント自体は、プロセス全体を通じて継続的なフィードバックを送信します。アップグレード
のステータスを確認するには、[システム（Systems）] > [システムアップグレード（System Upgrade）] > 
[システムのアップグレードの活動状況（System Upgrade Activity Status）] を参照してください。 

 
Cisco Unified CM の電話帳ソース 

[電話帳（Phone Books）] > [電話帳ソースの管理（Manage Phone Book Sources）] を使用して、
Cisco Unified CM のユーザおよび関連デバイスのリストから電話帳ソースを作成できるようになりました。
これは、ソフトウェア バージョン 8.6.2 以降を実行している Cisco Unified CM にのみ適用されます。 

 
Cisco TelePresence Server 

新しい会議を予約する場合、[パスワード/暗証番号（Password/PIN）] フィールドは TelePresence Server 
バージョン 2.3 以降を使用して予約された会議にも適用されます。 

Cisco TMS では、TelePresence Server 2.2 以降のスケジュール設定時に使用するポート数を制限する
機能が備わりました。次の 2 つのフィールドが追加されました。 

 TelePresence Server 全体の設定を行う [ポート予約（Port Reservation）] が、[システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Server を選択> [設定（Settings）] > 
[拡張設定（Extended Settings）] に追加されました。 

 設定は、[予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > TelePresence Server を含
む参加者を追加 > [MCU 設定（MCU Settings）] タブ > [ポート予約（Port Reservation）] 
から会議ごとに変更することができます。 

 
新しい管理者ガイドと Web ヘルプ 

このリリースでは、Cisco TMS のマニュアルで次の点を改善しました。 

 管理者ガイドと Web ヘルプが統合され、更新されました。すべての情報は, アプリケーション内
の cisco.com 上の PDF 形式および HTML 形式で利用可能となっています。 

 新しい章では、ルーティングとシステム管理について説明されています。 

 冗長性の導入が、『管理者ガイド』の一部に追加されました。 

 TMS ツール アプリケーションについての全説明が追加されました。 

 すべての情報を Cisco.com 上で 1 つの PDF で利用できます。 

 情報は再構築され、Cisco TMS ユーザが行うタスクに焦点が置かれています。 

 すべての画面とフィールドの説明は、引き続き Cisco TMS アプリケーションから状況依存
ヘルプとして使用できます。 

 
この統合の一環として、『はじめに』は『Cisco TMS 設置ガイド』の一部ではなくなりました。Cisco TMS のセ
ットアップと設定に関するガイダンスはすべて、『管理者ガイド』および Web ヘルプを参照してください。 
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システム（Systems） > ナビゲータ（Navigator）での強調表示 

管理対象システムに対する 1 つ以上の設定が誤っている場合は、誤った設定が [システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で強調表示される形式になりました。これにより管理
者 は、注意を要する設定を簡単に識別することができます。 

このカラー スキームは、「致命的な」エラーと「重大な」エラーは赤色に、また「警告」は黄色
にマークされるチケット サービス（Ticketing Service）に従います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管理アドレスが正しくないシステムの [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] ウィンドウ。 
 Cisco TMS のアップグレード時に設定可能なデータベースのタイムアウト値 

Cisco TMS をアップグレードするときのデフォルトのデータベースのタイムアウト値は 30 分です。この値
は、インストーラの内部データベース操作のそれぞれに適用されます。数年間にわたる古いコールやシス
テムのデータを使用した大規模な導入では、一部の操作の完了に 30 分以上の時間を要する場合があります。 

このタイムアウト値は、コマンドライン オプションを使用して設定可能になりました。60 分のタイム
アウト値を使用するには、コマンドラインを使用してインストーラを実行します。 

 
TMS14.1.exe /z"sqltimeout 60" 

必要に応じて、60 をさらに大きい値に置き換えることができます。 

デフォルト値の 30 分を使用し、最初のアップグレードの試みが失敗した場合にのみタイムアウト値を
増やすことを推奨します。 

 
Cisco TelePresence MCU のコンテンツ モード オプション 

Cisco TMS は、Cisco TelePresence MCU のバージョン 4.3 で導入された新しいコンテンツ モード設定
をサポートしています。 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > 4.3 以降の Cisco TelePresence MCU を選択 > [設
定（Settings）] > [拡張設定（Extended Settings）] の [コンテンツ モード（Content Mode）] 設定 に 
[無効（Disabled）] )、[パススルー（Passthrough）]、[トランスコード（Transcoded）]、および [ハイブ
リッド（Hybrid）] のオプションが追加されました。 

 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 45/97 ページ 

新機能 
 

 
 

 
Cisco TMS Agent Legacy のサポートの中止 

Cisco TMS Agent Legacy が Cisco TMS 14 から削除されました。 

Cisco TMS Agent Legacy を現在利用している場合は、Cisco TMS をアップグレードする前に、Cisco 
TelePresence Management Suite プロビジョニング拡張機能（Cisco TMSPE）に移行する必要があり
ます。Cisco TMS Agent Legacy が使用されているのを検出すると、Cisco TMS インストーラは 14.1 
へのアップグレードの試行を停止します。 

プロビジョニングのアップグレードの詳細については 、「14.6.2 へのアップグレード [p.93]」を参照して
ください。 

 

注：Cisco TMS 14.1 を使用して Cisco TMSPE の新しいインストールについては、TMS プロビジョニン
グ拡張機能 Windows サービスにある [スタートアップの種類（Startup Type）] が [手動（Manual）] に
設定されます。サーバの再起動後に Cisco TMSPE を自動的に開始するには、[スタートアップの種類
（Startup Type）] を Windows のサービス パネルを使用 して [自動（Automatic）] に変更します。 

 

Cisco TMS Agent Legacy は Cisco TMS 13.2.x で引き続きサポートされています。 
 

Cisco TMSXE 2.x のサポートの中止 

Cisco TMS 14.1 以降は Cisco TMSXE 2.x をサポートしていません。Cisco TMSXE 2.x を実行している場合
は、Cisco TMS 14.1 にアップグレードする前に、Cisco TMSXE 3.x に移行する必要があります。 
Cisco TMSXE 2.x は Cisco TMS 13.2.x では引き続きサポートされます。 

 
ローカル電話帳の編集 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] でシステム用のローカル電話帳を編集できなくなり
ました。 

 
トラップ ログをフィードバック ログに変更 

[レポート（Reporting）] > [システム（System）] > [トラップ ログ（Trap Log）] が、[フィードバック 
ログ（Feedback Log）] に変わりました。 

 
Active Directory ユーザ名の形式 

Cisco TMS では、Active Directory ユーザ名を次の形式にする必要があります。 
domain\username または username@domain  
これは次に適用されます。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network 
Settings）] > [Active Directory] 

 Active Directory 電話帳ソース 
 

Web 会議 

Cisco TMS 14.1 は次の Web 会議をサポートしていません。Cisco WebEx OneTouch 1.0、TANDBERG 
See&Share、および Microsoft Office LiveMeeting。 
これらのソリューションは、Cisco TMS 13.2.x では引き続きサポートされています。 

Cisco CMR Hybrid 2.0 は、今後のバージョンの Cisco TMS でサポートされる予定です。 
 

Cisco TMS インストーラ 

アップグレード後、このインストーラにより Windows サーバの再起動が強制されなくなりました。 
インストーラは、必要に応じて管理者にのみサーバの再起動を求める画面を表示します。 
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MCU の コール ステータス（Call status）ページを削除 

これまでは、Cisco TMS では、ユーザは [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の 
[CallStatus] ページを使用して、MCU 上でアドホック会議を作成することができました。これらのアド
ホック会議には、Cisco TMS によってスケジュールされた使用のために予約された範囲内にある番号が
割り当てられていました。このため、2 つの会議で同じ番号が割り当てられる可能性がありました。 

Cisco TMS 14.1 では、このページを使用して MCU 上で新しい会議を作成できなくなりました。 
 
スケジュールされたコールをルーティングする場合のプロトコルの優先順位 

Cisco TMS は、スケジュールされたコールをルーティングする際に、IP アドレスをダイヤルするよりも 
SIP を優先するようになりました。H.323（H.323 ID または E.164 エイリアスのダイヤル）は、引き続き
SIP よりも優先して使用されます。 

 
データベースの再インデックスを削除するオプション 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server Maintenance）] にあ
る [データベースの再インデックス（Re-index database）] オプションが削除されました。Cisco TMS は 
tmsng データベース内の自動再インデックス テーブルをサポートしなくなりました。 

 

14.0 の新機能 

リリース文 

これは、米国連邦政府の顧客に向けた管理対象の配布リリースで、JITC 準拠バージョンの Cisco TMS を必
要とします。 

このリリースには、DISA 承認済み製品のリストで承認されている Cisco TMS の使用が必要な環境で使用す
ることを目的とした、特定の機能が含まれています。 

 
プラットフォームのセキュリティの向上 

 Cisco TMS Windows サービスが、ローカル システムアカウントではなく、ネットワーク サービス ア
カウントでデフォルトとして実行されるようになりました。 

 設定ファイルと制御ファイルは、ユーザ データと同じディレクトリに保存されなくなりました。 

 データベース接続文字列の暗号化がアップグレードされ、接続文字列全体が暗号化され、FIPS に
準拠した暗号化モジュールが使用されます。 

 ソフトウェア ダウンロード フォルダの Cisco TMS 設定の設定を、Web インターフェイス 内の 
[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [全般設定（General 
Settings）] > [ソフトウェア FTP ディレクトリ（Software FTP Directory）] から [ディレクト
リの場所（Directory Locations）] にある [TMS Tools アプリケーション（TMS Tools 
application）] に移動しました。 

 
Web サイトのセキュリティの向上 

 クロスサイト リクエスト フォージェリとクロスサイト スクリプティング攻撃に対してさらなる保護が追
加されました。 

 Cisco TMS Web ディレクトリのアクセス許可が強化されました。 

 デフォルトのログ フォルダが C:\Program Files\TANDBERG\TMS\data\Logs になりました。以前の
場所は C:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\data\Logs でした。 

 すべての HTTPS 通信が TLS v1.0 以降に制限されるようになりました。SSL v3.0 以前のサポートが削除
されました。 
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 Cisco TMS での TLS クライアント証明書の検証が導入されました。エンドポイントが /tms/public 
Web サイトへの TLS 接続を確立しようとするときに、 
 IIS で、証明書の信頼されたリストに照らし合わせてその証明書の検証を行います。 
 Cisco TMS は、証明書の CN フィールドがシステムへの接続に使用されるホスト名と一致すること
を検証します。別のシステムを偽装しようとするシステムはいずれも、このチェックを通過するこ
とができません。 

 証明書失効確認のサポートが追加されました。有効にすると、サーバによってチェックされている
すべての証明書は、認証局と共に証明書の再発行ステータスも確認されます。 

 管理対象システムに対して Cisco TMS が開始した通信のための、クライアント証明書サポートが追加さ
れました。有効にすると Cisco TMS は、管理対象システムとの通信時に、認証チャレンジが行われた場
合は証明書を提供します。 

 カスタマイズされたバナー テキストが、Web ページの上部または下部、およびすべての PDF と 
Excel ドキュメント出力に追加されました。 

 
データベースのセキュリティの向上 

 データベースに保存されている認証情報の暗号化が、FIPS に準拠した暗号化モジュールを使用するために
アップグレードされました。この新しい方法では、Cisco TMS のインストール中に生成された一意の暗号化
キーが使用されます。 

 Windows 認証済みログインで Cisco TMS を実行するサポートが追加されました。これには、Cisco 
TMS の最初のインストール後に、SQL データベースと Windows サーバの追加の構成を、手動で行
う必要があります。この機能は、JITCに準拠したデプロイメントのみに推奨されています。 

 
TMS ツール アプリケーションの更新 

TMS Tools アプリケーションの設計を変更しました。これにより、使いやすさが向上し、14.0 で導入された
新しい機能が組み込まれました。 

 
構成 

 [TMS データベース接続の設定] と [プロビジョニング拡張データベース接続の設定] セクションを
更新し、認証の設定フィールドが含まれるようになりました。 

 ソフトウェアのダウンロード フォルダの場所を指定する [ディレクトリの場所] 設定を追加しました。 
 
セキュリティ 

 データベース内のログイン情報の新しい暗号化キーをサポートするために、[暗号化キー] セクション
を追加しました。暗号化されたデータを復号する暗号キーは、ここで変更または入力できます。 

 Cisco TMS がシステムへの認証に使用する新しい TLS クライアント証明書の機能に対応するため
に、[TLS クライアント証明書（TLS Client Certificates）] セクションが追加されました。Cisco 
TMS が使用する x509 証明書は、ここで指定します。 

 
高度なセキュリティ設定 

『Cisco TelePresence Management Suite JITC 設定導入ガイド』では、インストールを当社の運用ガイド
ラインに準拠させるためのこれらの設定をアクティブ化し、Windows と Cisco TMS の追加設定変更を行
う方法を詳しく説明しています。 

 オプション機能コントロール（Optional Features Control）： 
 TMS スケジューラのディセーブル化（Disable TMS Scheduler）：TMS スケジューラへのリンクを
無効化および削除します。 

 プロビジョニングのディセーブル化（Disable Provisioning）：Cisco TMS プロビジョニング拡張機
能へのリンクを無効化および削除します。 

 SNMP の無効化（Disable SNMP）：Cisco TMS 内での SNMP のすべての使用を無効にします。 



新機能   
 
 監査（Auditing）：常に監査をイネーブル化（Auditing Always Enabled）：次の設定に関係なく、常に

間さが有効になります。 
[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [全般設定（General Settings）] > 
[監査の有効化（Enable Auditing）]。 

 トランスポート層セキュリティのオプション（Transport Layer Security Options）： 
 HTTPS API にクライアント証明書を要求（Require Client Certificates for HTTPS API）：（IIS 
の設定と一緒に）有効にすると、Cisco TMS はパブリック API を使用するクライアントからの証明
書を要求します。 

 証明書失効チェックのイネーブル化（Enable Certificate Revocation Check）：有効にすると、サ
ーバによって検証された証明書すべてが、署名認証局の再発行リストに照らし合わせて常にチェッ
クされます。再設定チェックが有効で、チェックに合格しなかった場合、証明書は拒否されます。 

 バナー（Banners）：Web ページの上部と下部、および PDF と Excel ドキュメントの出力に、バナーを
追加します。 

 
診断ツール  

新しい [暗号化キーの不一致を検出するデータベース（Scan Database for Encryption Key 
Mismatch）] ツールでデータベースをスキャンし、現在の暗号キーでは復号化できない暗号化されたロ
グイン情報を識別します。[クリーンアップ（Cleanup）] オプション を選択すると、一致しないエント
リがデフォルト値にリセットされます。この機能は、データベースの暗号キーが失われた場合や、不明
な状態にある場合に役立ちます。 

 
監査ログ 

Cisco TMS の変更に使用するクライアントマシンの IP アドレスが、監査ログに表示されます。サービス ユ
ーザによって行われた変更の場合、[IP アドレス] フィールドは空白になります。 

 
ログ 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server Maintenance）] > 
[TMS の診断（TMS Diagnostics）] > [ログファイルのダウンロード（Download Log Files）] をクリック
するとダウンロードされるログに、次のログが追加されました。 

 event-stats.txt 
 log-TMSAgent-console.txt 
 phonebook-stats.txt 

 
インストーラ 

Cisco TMS のインストーラの [ようこそ（）Welcome）] ダイアログに、インストールされるソフトウェア 
バージョンが表示されるようになりました。 



解決済みの問題   
廃止された機能の削除 

 Cisco TMS Agent Legacy が Cisco TMS プロビジョニング拡張機能に変わり、Cisco TMS 14.0 でサ
ポートされなくなりました。Cisco TMS Agent Legacy のサポートは Cisco TMS 13.2.x で継続され
ます。 

 [空き/ビジーの概要（Free/busy Overview）] ページが Cisco TMS から削除されました。 

 10.0 より前の Cisco TMS バージョンで作成された会議用の接続スクリプトはサポートされなくなりま
した。Cisco TMS 10.0 以前で予約した会議はすべて再予約する必要があります。 

 Cisco TMS から、Polycom MGC MCU のソフトウェア バージョン 7 以前のサポートが削除されました。 
 

解決済みの問題 

14.6.2 で解決された問題 
以下のリンクに従って、このリリースで解決した問題に関する最新情報を確認してください。
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.2&sb=anfr&srtBy=byRel&
bt=empCustV  
Cisco バグ検索ツールにログインした後、ブラウザを更新する必要があります。 

 
14.6.1 で解決された問題 
以下のリンクに従って、このリリースで解決した問題に関する最新情報を確認してください。
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.1&sb=anfr&srtBy=byRel
&bt=empCustV  
Cisco バグ検索ツールにログインした後、ブラウザを更新する必要があります。 

 
14.6 で解決された問題 

このリリースでの解決済みの問題に関する最新の情報を確認するには、次のリンクを参照してください。
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6&a 
mp;sb=fr&amp;svr=3nH&amp;srtBy=byRel&amp;bt=custV  
Cisco バグ検索ツールにログインした後、ブラウザの表示を更新する必要があります。 

https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.2&sb=anfr&srtBy=byRel&bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.2&sb=anfr&srtBy=byRel&bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.1&sb=anfr&srtBy=byRel&bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.1&sb=anfr&srtBy=byRel&bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6&a%20mp;sb=fr&amp;svr=3nH&amp;srtBy=byRel&amp;bt=custV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6&a%20mp;sb=fr&amp;svr=3nH&amp;srtBy=byRel&amp;bt=custV
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14.5 で解決された問題 

以下の問題は、以前のリリースおよびイテレーションで見つかり、14.5 で解決されました。 
 

[Booking] 
 

ID 説明 

CSCuo27097 [参加者テンプレート（Participant Templates）] ページにアクセスすると、処理されない例外が発生す
る場合がある問題を解決しました。 

CSCul36174 [予約確認（Booking Confirmation）] ページで [ 参加者を以下のルートで接続] セクションに改行が
含まれない問題を解決しました。 

CSCun33908 [予約（Booking）] &gt [新しい会議（New Conference）] および [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [課金コード（Billing Codes）] > [課金コードの管理（Manage Billing Codes）] の [課金
コード（Billing Code）] フィールドで、入力した文字数に関係なく 16 文字だけ保持され、警告が表
示されない問題を解決しました。このフィールドは 50 文字に制限され、50 文字を超える文字を入力
すると警告が表示されます。 

CSCuo09044 ダイヤルアウト参加者テンプレートを会議に追加するときに発生した、Cisco TMS によってダイヤルア
ウトからダイヤルインへ方向が変更される問題を解決しました。 

CSCuo65380 参加者に合わせてカスタマイズされたダイヤル文字列を使用して会議を編集した場合に「無効なルート
（Route not valid）」エラーが不正に表示される問題を解決しました。 

CSCup09925 予約確認電子メールに、WebEx 予約に関連する未翻訳テキストが含まれていた問題を解決しました。 

CSCup09798 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [接続設定（Connection Settings）] タブ > [メ
インを選択（Select Main）] で、使用可能な主要参加者が正しく並べ替えされない問題を解決しました。
参加者が参加者名でソートされるようになりました。以前はルーティング設定でソートされていました。 

CSCup09777 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [接続設定（Connection Settings）] 
タブで、ISDN-SIP および SIP-ISDN [コールの代替（Call Alternatives）] にプロトコル テキスト
が含まれない問題を解決しました。 

CSCuj74298 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [X 分後に開始する会議のエンドポイントに関するメッセージを表示（Show Messages 
On Endpoints About Conference Starting In X Minutes）] が [はい（Yes）] に設定されていても、エ
ンドポイントに会議通知メッセージが送信されない問題を解決しました。 
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CSCuo29442 終了日を選択せずに定例会議作成すると表示されたエラー メッセージに翻訳されていないテキスト
が含まれる問題を解決しました。 

CSCup09468 [参加者の追加（Add Participants）] ポップアップ ウィンドウで外部ダイヤルアウト参加者を会議に
追加する際の、使いやすさが改善されました。[番号（Number）] フィールドが変更されました。
IP/H323 では [エイリアス（）] が適用され、SIP では [SIP URI] になりました。他のすべての場合につ
いては、このフィールドは [番号（Number）] のままです。 

CSCuo27133 元の終了時刻の後に参加者を延長された会議に追加すると、「you cannot book a meeting in the 
past」というエラーが発生する問題を解決しました。 

CSCup09635 WebEx 国際コールイン番号 URL が 100 文字を超える場合に発生した問題を解決しました。予約確認
電子メールのリンクには最初の 100 文字だけが含まれていたため、正常に作動していませんでした。
このフィールドの文字数を、データベースで最大 250 文字に増やしました。 

CSCup09689 Cisco TMS が、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定
（Conference Settings）] > [スケジュールされた通話に対する接続の試行（Connection Attempts 
for Scheduled Calls）] で指定されている数値より 1 回多くコールを接続しようとする問題を解決し
ました。 

CSCup09641 過去 15 分以上前に開始した 1 つのインスタンスの会議を予約できていた問題を解決しました。 
LiveService では 15 分以上前に開始した会議をロードしないため、会議が開始されることはありません。 

CSCup44089 [予約（Booking）] > [参照の一覧（List References）] が、[参照コード（Reference Code）] ではな
く [参照名（Reference Name）] でソートされるようになりました。 

CSCup46738 Webex をポイントツーポイント会議に追加する際に、ブリッジが会議から削除されたことを示すエ
ラー メッセージが不正に生成される問題を解決しました。 

CSCup16141 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [予約時にシステム コンタ
クトに通知する（Alert System Contact When Booked）] で有効になっている、Cisco TMS スケジ
ュール設定イベント電子メールがシステム連絡先で受信されない問題を解決しました。 

CSCup29588 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] に、会議が表示されない問題を解決しまし
た。これは、他の参加者がいない会議で 1 つのエンドポイントのみがスケジュールされていて、別の
エンドポイントが会議に参加した場合にのみ発生する可能性があります。 

CSCup68140 TelePresence Conductor ホストされるスケジュールされた会議に影響していた、会議の暗号化設定が 
[セキュア（Secure）] の [可能な場合（If Possible）] になっていると参加者が接続されない問題を解決
しました。 

CSCup44408 定例の CMR Hybrid 会議の予約時に、最初のインスタンスが WebEx に送信されない問題を解決しました。 

これは、最初のインスタンスが当日の場合に発生していました。 

CSCun36393 「resource unavailable」エラーが発生する代わりに、同じレコーディング エイリアスを使用する 2 つ
の会議を同じ期間予約した場合に Cisco TMS がクラッシュする問題を解決しました。 

CSCuq58713 予約中に会議タイプを [予約（Reservation）] に変更すると、[参加者（Participants）] タブおよび会議
の保存確認画面でルートが不正に表示されることがある問題を解決しました。 

CSCuo74446 TelePresence Conductor でホストされた会議で、すでに接続されているにもかかわらず、Cisco TMS 
が ISDN 参加者にダイヤル アウトを繰り返す問題を解決しました。 

CSCud62923 Cisco TMS が、すでに会議から退席している参加者に、会議の終了通知を送信する問題を解決しました。 

CSCuq58701 開催されない会議の終了通知や会議の延長メッセージがエンドポイントに表示される問題を解決し
ました。 

識別子 説明 
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CSCuo65380 参加者のダイヤル文字列を編集すると、不正に「Route not valid」エラーが発生する問題を解決
しました。 

 

モニタリング 
 

ID 説明 

sCSCup09674 会議制御センターで、メッセージを送信した実際のユーザではなく、参加者にメッセージを送
信したとしてユーザの「ネットワーク サービス」が不正に記録される問題を解決しました。 

CSCue18466 Cisco TMS でシステムが正しく解決されない問題を解決しました。たとえば、エンドポイン
ト A とエンドポイント B が同じ MCU 会議に接続されている場合、エンドポイント A をミュ
ートまたは切断しようとすると実際にはエンドポイント B をミュートまたは切断していまし
た。この問題は、E.164 ダイヤルプランを使用している場合にのみ発生しました。 

CSCup46749 カスケードされた会議で、スレーブ MCU の参加者のスナップショットが会議制御センター
に表示されない問題を解決しました。 

CSCup67129 [ポートをスケジュール参加者の数に制限する（Limit Ports to Number of Scheduled 
Participants）] が、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > 会議をホストす
る TelePresence Server または TelePresence MCU を選択 > [拡張設定（Extended Setting）] 
で [オン（On）] に設定されている場合に、会議制御センターを使用して参加者を進行中の会
議に追加できない問題を解決しました。 

CSCuq58773 会議制御センターで、[ミュート（Mute）] ボタンを使用して参加者をミュートするとエラーが
表示される問題を解決しました。 

CSCuo93268 今後の会議でスケジュールされたブリッジを削除すると、会議制御センターでそれらの会議を
表示するときにスタック トレース エラーが発生する問題を解決しました 。 

ブリッジは CCC に [削除されたシステム（Deleted system）] として表示されるようになりました。 
 
システム管理 

 

ID 説明 

CSCun15404 テンプレートを適用するシステムを 1 回のみ検索できる [設定テンプレート（Configuration 
Templates）] の問題を解決しました。最初の検索後、[検索（Search）] ボタンが表示され
なくなっていました。 

CSCuq58824 会議室と機器（現在は管理対象外エンドポイント）を Cisco TMS に追加するときに表示された [電
話帳（Phone Books）] タブを削除しました。管理対象外システムでは電話帳を設定できません。 

CSCuq58813 ブリッジの [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [拡張設定（Extended 
Settings）] の [ISDN ゲートウェイ DID の桁数（ISDN Gateway DID Quantity）] に欠落したフ
ィールドのラベル テキストが追加されました。 

CSCuo97722 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で、Cisco TMS の別のインスタン
ス、たとえば別のブラウザ ウィンドウなどで削除されたシステムを表示する際に、例外が発
生する問題を解決しました。 

CSCum57946 Cisco VCS のプロビジョニング拡張サービスが不正に設定されている場合、[システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の Cisco VCS の [プロビジョニング
（Provisioning）] タブが空になっている問題を解決しました。 

CSCup09823 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] > 
[詳細設定（Advanced Settings）] から冗長な [管理パスワード（Admin Password）] フィー
ルドを削除しました。 

CSCup09814 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [コール ステータス
（Call Status）] タブから、使用されていない ID カラムを削除しました。 

識別子 説明
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CSCup09806 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] 
> [システムの事前登録（Pre-register Systems）] で、[システムの追加（Add Systems）] 
ボタンのテキストが、システムが追加された後に不正に [次へ>>（Next>>）] に変更される
問題を解決しました。 

CSCup09832 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [更新の確認(全システム)（Check for 
Updates (All Systems)）] ボタンの名前を、この機能が一部のシステム タイプにのみ適用され
ることを反映させるように [更新の確認（Check for Updates）] に変更しました。 

CSCup09661 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] > 
[一覧から（From List）] > [Unified CM] > [システム名（System Name）] フィールドで使用さ
れる検索メカニズムが改善されました。 

CSCup09686 IP ゾーンにはないシステムで表示されるチケット テキストが改善されました。 

CSCuo51286 誤った時間に誤った情報を含んだ会議終了通知がエンドポイントに表示される問題を解決しました  

CSCup09622 Cisco TMS が Unified CM クラスタ内のプライマリ ノードを誤って特定してしまう問題を解決し
ました。 

CSCup09598 欠落している [スケジュールの承諾（Accepts Scheduling）] と [発信コールの承認（Accept 
Outgoing Calls）] の設定が、[システム（Systems）] > [システム概要（System Overview）] 
会議（Meeting）に、[スケジュールの承諾（Accepts Scheduling）] 追加されました。 

CSCuo58685 エンドポイントに H.323 ID が設定されていないが、E.164 アドレスがある場合に、Cisco 
TMS がエンドポイントの H.323 ID をエンドポイントのシステム名に誤って設定する問題を
解決しました。Cisco TMS は、H.323 ID と E.164 アドレスの両方が設定されていない場合に
のみ、システム名を H.323 ID として設定するようになりました。 

CSCup46729 予約できないシステムついて、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [概要
（Summary）] > [今週の予約状況（This Week's Bookings）] パネルを削除しました。 

CSCuc98305 エンドポイントでスナップショットがサポートされている場合でも、[システム（Systems）] > 
[ナビゲータ（Navigator）] に [スナップショットの作成（Take Snapshot）] ボタン が表示さ
れない問題を解決しました。 

CSCul95527 設定テンプレートで [SNMP コミュニティ名（SNMP Community Name）] と [パスワード
（Password）] を設定しても、システムでこれらの設定が更新されない問題を解決しました。 

CSCup13800 永続的な設定テンプレートで [次の時刻に適用（Apply at）] の時間に変更すると、変更が行わ
れた時刻に [次の時刻に適用（Apply at）] が更新される問題を解決しました。 

CSCup69976 構成テンプレート TMS コマンド: パスワードを使用してシステムのパスワードを変更すると、
エンドポイント認証が失敗する場合がある問題を解決しました。 

CSCuq58757 [現在のシステムから継承（Inherent from Current System）] セクションで [ログ（Logs）] 
が選択解除されている場合でも、チケット ログが新しいシステムにコピー されてしまう、シス
テムの置き換え時に発生していた問題を解決しました。 

CSCuo26906 Cisco TelePresence MCU の [設定（Settings）] を表示すると、[システム（Systems）] > [ナ
ビゲータ（Navigator）] にスタック トレースが表示される問題を解決しました。 

CSCup13800 永続的な設定テンプレートで [次の時刻に適用（Apply at）] の時間に変更すると、変更が行わ
れた時刻に [次の時刻に適用（Apply at）] が更新される問題を解決しました。 

CSCup32732 Cisco TMS に Unified CM を追加すると「Unsupported System」エラーが表示される問題を
解決しました。この問題は、Cisco TMS で設定されたデフォルトの SNMP コミュニティ ス
トリングが、Unified CM で設定された 1 つ以上のコミュニティ ストリングと一致した場合
に発生しました。 

識別子 説明 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 54/97 ページ 

解決済みの問題 
 

 
 

 
 
レポート 

 

ID 説明 

CSCuo43420 [レポート（Reporting）] > [投資回収率（Return on Investment）] と [レポート
（Reporting）] > [CO2 の削減（CO2 Savings）] で、[開始日（Start Date）] が [終了日（To 
Date）] の後に設定されている場合にページがクラッシュする問題を解決しました。。エラー 
メッセージが表示されるようになりました。 

CSCui99284 サイト管理者が他のユーザのレポーティングテンプレートを削除できない問題を解決しました。 
CSCuj57862 [レポート（Reporting）] > [課金コードの統計（Billing Code Statistics）] および CDR レポー

トの [リモート サイト（Remote Site ）] の列に日本語の記号が正しく表示されない問題を解決
しました。 

CSCui10081 イベントでリモート名が送信されない場合、[リモート名（Remote Name）] フィールドに
データが表示されない接続イベント通知電子メールに関する問題を解決しました。イベント
でリモート名が指定された場合にのみ [リモート名（Remote Name）] フィールドが表示さ
れるようになりました。 

CSCuq30914 レポーティング テンプレートを実行しようとするとエラーが発生する問題を解決しました。 
 
定例（Recurrence） 

 

ID 説明 

CSCup46766 無効な定期的なパターンのある一連の会議を保存しようとするときに、Cisco TMS と Cisco 
TMSBA で生成されるエラー メッセージの一貫性を改善しました。 

CSCup64505 一連の定例会議のインスタンスを削除または更新しようとすると、「The specified time zone 
information is not valid」というエラーが発生して失敗する問題を解決しました。 

CSCup25109 削除されたインスタンスが削除される前に例外であった場合に、削除されたインスタンスに
よって一連の会議の更新がブロックされる場合がある問題を解決しました。 

CSCup29577 例外を含む一連の会議の予約タイプの更新が、存在しない会議室の矛盾によってブロックされる
可能性がある問題を解決しました。 

CSCup18241 他の一連の会議とはルートが異なる定例の一連の会議の例外に影響する問題を解決しまし
た。この問題では、一連の会議の更新（タイトルの変更など）によって、例外に対して手動
で設定されたルートが消去されていました。 

 
TMS ツール 

 

ID 説明 

CSCup45663 
CSCup45535 

暗号化キーを変更すると Cisco TMS でチケットが生成されるが、TMS ツールの [暗号化キーの不一
致を検出するためのデータベース スキャン] で不一致が適切に検出されない問題を解決しました。 

CSCuq58674 空白の [データベース名（Database Name）] を持つことでデータベースへの接続が正常に確立
されたと、TMS ツールが 
報告していた問題を解決しました。[TMS ツール（TMS Tools）] > [設定（Configuration）] > 
[Cisco TMS データベース接続（Cisco TMS Database Connection）] で、[データベース サ
ーバ/インスタンス（Database Server/Instance）] フィールドと [データベース名（Database 
Name）] フィールドに何かが入力されるまで、[保存（Save）] ボタンは無効になります。 

 

インストールおよびアップグレード 
 

ID 説明 

CSCuo65350 指定されたログイン情報が正しいにもかかわらず、Cisco TMS のインストーラがデータベース
の作成中に認証エラーで失敗する問題を解決しました。 
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CSCuo73268 手動で作成したデータベースがアップグレードに失敗する場合がある問題を解決しました。 

CSCuo65350 入力されたログイン情報が正しいにもかかわらず、データベースの作成中に Cisco TMS のイ
ンストールが認証エラーで失敗する問題を解決しました。 

CSCuq58795 アップグレード中に他のクライアント（TMS ツールなど）が tmsng データベースに接続されて
いる場合に、インストーラが停止する場合がある問題を解決しました。 

CSCuq58740 Cisco TMS インストーラが IIS をインストールできない問題を解決しました。 

CSCuo65350 インストール中に指定されたログイン情報が正しいにもかかわらず、Cisco TMS のインストー
ラがデータベースの作成中に認証エラーで失敗する問題を解決しました。 

CSCup94543 14.3.2 から 14.4.x へのアップグレードにデータベース エラーが発生して失敗する問題を解決し
ました。 

CSCup19131 非標準の IIS 設定を使用している場合に、Cisco TMS のインストールが失敗する問題を解決しま
した。 

 

データベース 
 

ID 説明 

CSCup27180 スケジュールされたタスクとポータル Web ページへのアクセスが、「Index was out of 
range」エラーで失敗する問題を解決しました。この問題は、データベース テーブル 
[field_SystemField] に NULL 値が含まれている場合に発生しました。 

CSCuq11731 削除された会議のトランザクションログ エントリが削除されない問題を解決しました。これ
は、ConferenceInstanceTransaction データベース テーブルが無期限に増加する可能性をもた
らしていました。 

CSCum50618 Cisco TMS がデータベースの実際のサイズを正しく確認しない問題を解決しました。 

 
ユーザとグループ 

 

ID 説明 

CSCuo65385 Cisco TMS が、特定のユーザに設定されている WebEx サイトにアクセスできない場合に、その
ユーザを編集できない問題を解決しました。 

CSCuq58789 [管理ツール（Administrative Tools）] > [ユーザ管理（User Administration）] > [グループ
（Groups）] >[権限の設定（Set permissions）] で、[ネットワーク履歴（Network 
History）] 設定を [システム（Systems）] 下の正しくない場所から [レポート（Reporting）] 
の下の正しい場所に移動しました。この結果、この権限を持たないグループに属するユーザ
は、[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [ログ（Logs）] 
> [履歴（History）] を使用してシステムの [履歴（History）] を表示できなくなりました。 

CSCup64605 インポートされた Active Directory ユーザが Active Directory の同期中に Cisco TMS から削除
される問題を解決しました。 

CSCuf34881 1 ユーザに対する多数のイベント通知を 1 回の操作で削除できない問題を解決しました。 

CSCuq58690 一部のグループのユーザが参加者テンプレートを正しく使用できない原因となっていたいく
つかの権限の問題を解決しました。 

識別子 説明 
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予約 API（Cisco TMSBA） 

 

ID 説明 

CSCuo65488 非常に長い外部ソース ID またはプライマリキーを使用している場合に、Cisco TMSBA を使
用して予約した会議の保存が失敗する問題を解決しました。 

 Cisco TMSBA によって、一連の会議の今後の例外が削除済みとして適切にタグ付されない問題
を解決しました。 

CSCup09612 Cisco TMSBA を使用して、過去に開催された定例でない会議を、将来のインスタンスで定例
の一連の会議に変更するのに失敗する問題を解決しました。 

CSCuq11756 Cisco TMSBA GetConferenceInvite 機能を使用しているクライアントが Cisco TMS の [電子メ
ール コンテンツ タイプ（E-mail Content Type）] 設定を使用できない問題を解決しました。 

CSCuq25690 Cisco TMSBA が、削除済み会議のステータスを誤って [完了（Finished）] として報告する問題
を解決しました。 

 
全般 

 

ID 説明 

CSCul12852 
CSCul49128 

[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] ページでの並べ替えに関するいくつかの
問題を解決しました。 

CSCuj91844 SMTP サーバの応答時間が 2 秒を超えた場合、[電子メール設定] ページで変更を保存できな
い問題を解決しました。変更が保存されるようになりました。また、設定を確認するために
サーバに接続できない場合は警告が表示されます。 

CSCum60887 [アクティビティ ステータス（Activity Status）] ページでイベントの詳細を展開できない問題
を解決しました。 

CSCup09789 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] > [診断ファイルのダウンロード（Download Diagnostic Files）] を使用し
てログファイルをダウンロードする際に、インストール ディレクトリからダウンロードされ
るファイルに Databaselog.txt が追加されました。 

CSCup09680 [管理ツール（Administrative Tools）] > [診断（Diagnostics）] > [プロビジョニング拡張機能
の診断（Provisioning Extension Diagnostics）] > [Cisco VCS 通信（Cisco VCS 
Communication）] にデータが表示されない問題を解決しました。 

CSCup09667 冗長な Cisco TMS 導入環境でパッシブ ノードにアクセスできない場合に表示される「Unable 
to access Cisco TMS」メッセージで、文字が不正にエンコードされる問題を解決しました。 

 
14.4.2 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.4.2 で解決されました。 

 

ID 説明 

CSCup76424 外部プライマリキーの値が重複している場合に Cisco TMSBA が誤った会議を返す問題を解決し
ました。この問題は、Cisco TMS と Microsoft Exchange の間で同期されない状況を引き起こす
可能性がありました。 

CSCup82726 古い会議データの削除が失敗し、確認されていないデータベースの増大を引き起こす問題を
解決しました。 

CSCup66989 Cisco TMS 外部の一連の会議の一部である会議が、Cisco TMSBA による例外として正しくマー
クされない問題を解決しました。この問題は、Microsoft Exchange との複製の不整合を引き起
む可能性がありました。 
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14.4.1 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.4.2 で解決されました。 

 

ID 説明 

CSCuo54112 Cisco TMS データベースに 50 文字を超える名前を持つ参加者が含まれている場合に、Cisco 
TMSAE がデータの処理に失敗する問題を解決しました。 

CSCuo76802 Internet Explorer 9 を使用している場合に、[定例（Recurrence）] ポップアップ ウィンドウが全
く機能しない問題を解決しました。 

CSCuo51356 ユーザをデフォルト以外の WebEx サイトに関連付けた後で、ユーザがデフォルトの WebEx サ
イトに戻される問題を解決しました。 

CSCuo71987 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] > [詳細ログのエクスポート（Export 
Details Log）] で、[参加者（Participants）] カラムにデータが何も含まれていない問題を解決
しました。これは 14.4 で導入されたリグレッションでした。 

CSCuo92594 Cisco TMS バージョン 14.4 へのアップグレード時に発生した、アップグレード中に削除された 
IIS フォルダが 14.4 のインストール中に再作成されない問題を解決しました。これは、Cisco 
TMS がドライブのルート（E:\Program Files ではなく E:\ など）にインストールされている場
合にのみ発生しました。 

CSCuo81346 読み取りアクセス権を持つユーザが [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] 
のフォルダにデバイスをコピーできる問題を解決しました。 

CSCuo93490 Cisco TMS が、Cisco TelePresence TC または TE ソフトウェアを実行している Unified CM に
登録されているシステムの、タイムゾーンを更新しようとする場合がある問題を解決しました。 

このバグは Cisco TMS 14.4 で修正されたと報告されましたが, このリリースで解決済みのい
くつかの重要な問題がまだ存在していました。 

 
14.4 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.4 で解決されました。 

 
[Booking] 

 

ID 説明 

CSCun25265 会議の保存時に Cisco TMS が例外をスローする問題を解決しました。会議が [セキュア
（Secure）] で [はい（Yes）] に設定されていて、Cisco TMS によって管理されていない参加
者の 1 人が電話帳のエントリから追加され 、[接続の設定（Connection Settings）] タブから
予約中に連絡方法が変更された場合に、この問題が発生しました。 

CSCun25278 ポイントツーポイント会議にダイヤルする参加者の番号が予約確認電子メールに表示されない問
題を解決しました。 

CSCun25553 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] で、選択したシステムでフィルタ処理
を実行し、フィルタをリセットしてすべてのシステムを含めると、エラーが発生する問題を解決
しました。これは、Cisco TMS によって管理されているシステムが 400 以上ある導入環境で起
こりやすい問題でした。 

CSCun80913 たとえば 1 つのポートが残ってしまうなどの、ほぼ全容量を使用する MCU でホストされる会
議に関する問題を解決しました。会議を編集してダイヤルイン参加者を追加する際、Cisco 
TMS では要求された数より 1 人多い人数が追加されていました。 
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CSCue62960 定例会議を予約する際に、会議の継続時間が誤って発生頻度よりも長く設定されてい
る場合に表示されるエラー メッセージが改善されました。 

CSCun26524 TelePresence Server がホストしている進行中の会議中に MCU の設定を変更した場合
に、TelePresence Server に変更が適用されない問題を解決しました。 

CSCun27746 最初に会議を保存した後に会議にダイヤルを追加することで、キャパシティの上限まで予約
済みの MCU を超過予約できてしまう問題を解決しました。会議の再ルーティングを通知す
るメッセージが表示されるようになりました。 

CSCul81027 
CSCul66891 

[予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] > [削除（Delete）] & [詳細ログのエ
クスポート（Export Details Log）] がエラーをスローし、削除またはログのエクスポートが
実行されない問題を解決しました。 

CSCun28082 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] で、会議をクリックしてドロップ
ダウンメニューから [表示（View）] を選択し、[キャンセル（Cancel）] をクリックする
と、エラーが生成される問題を解決しました。この問題は、サーバタイムが「純粋な」UTC
（つまり DST ルールを適用しない UTC）に設定されている場合に発生していました。 

CSCun70487 予定されている会議を削除しても登録イベントが削除されず、失敗したイベントがアクティ
ビティ ステータス ログに表示されてしまう問題を解決しました。 

CSCun72824 ブリッジ上で [手動接続（Manual Connect ）] タイプの会議とマスター機能のないエンドポイン
ト 1 つを予約することに関する問題を解決しました。会議を保存すると、ルートが無効である
ことを示すメッセージが表示されました。正しい動作では、Cisco TMS がエラー メッセージを
表示せずに接続タイプを [接続 なし（No Connect）] に変更します。 

CSCun72876 特定の期間中に実際には予約されている際に、予約済み会議の時間が 30 分未満の場合、[予
約可用性グリッド（Booking Availability Grid）] にシステムが空いていると不正に表示される
問題を解決しました。 

CSCun80937 予約確認メールに 24 時間の会議が 0 時間と表示されていた問題を解決しました。25 時間
の会議の場合は継続時間が 1 時間と表示されました。 

CSCul68806 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [課金コード（Billing Code ）] 
で、2 バイト文字がサポートされていない問題を解決しました。 

CSCuo27224 Cisco TMS がコンテンツ サーバのみを含む会議を自動的に拡張する問題を解決しました。
（ダイヤルインした参加者がダイヤルインしていなかったり、他の参加者がすべて切断して
いたりしていました。）これは、[会議モードの延長（Extend Meeting Mode）] が [自動ベ
スト エフォート（Automatic Best Effort）] に設定されている場合に発生していました。 

CSCuh00285 会議の延長時にすべての参加者に「Meeting has been extended」のメッセージが表示さ
れない問題を解決しました。代わりに、会議が延長された場合でも、会議の終了通知メ
ッセージが表示され続けていました。 

CSCuo49883 マルチサイト機能のない 2 名の参加者のポイントツーポイント会議にレコーディング 
プロファイルを追加すると, 想定通りにエラーが表示されない問題を解決しました。 

CSCui91195 TelePresence Server でホストされ同時に開催されるよう予定された会議で、一部の会議
では会議の開始が遅れる場合があった問題を解決しました。 

CSCum50651 マスターまたは主要な参加者が TC7.x ソフトウェアを実行しているエンドポイントだったとき
に、スケジュールされた会議が開始しない、または割り当てに失敗する問題を解決しました。こ
れは、[画像モード（Picture mode）] が 
[拡張CP（Enhanced CP ）] に設定されていて、[接続タイプ（Connection Type）] が [自動接続
（Automatic Connect）] または [手動接続（Manual Connect）] に設定されている場合に発生しまし
た。 

識別子 説明 
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ルーティング 

 

ID 説明 

CSCun25453 TelePresence Server のエンドポイントへの接続速度が低下した場合に、Cisco TMS が 
TelePresence Server に対してエンドポイントへのダイヤル アウトを 2 回行うよう不正に指
示する場合がある問題を解決しました。 

CSCuf21982 ダイヤルアウト参加者テンプレートを使用して One Button to Push 会議のスケジュールを設定
するときに、Cisco TMS がダイヤルインするコールの方向を変更する問題を解決しました。 

CSCun28043 MCU のダイヤルプランを変更しても、その MCU を含む既存の会議のルートが無効にされない
問題を解決しました。 

CSCuj62186 ゲートウェイ モードのコンテンツ サーバを使用したスケジュール設定時に、Cisco TMS がレ
コーディング エイリアスの番号を正しくランダム化しない場合がある問題を解決しました。
この問題は、同じレコーディング エイリアスを使用した同時会議が、録音された同じストリ
ームに統合される原因となっていました。 

CSCuc50556 Cisco TMS が MCU 上の割り当て済みポートに誤ったダイヤルイン番号を割り当てる問題を
解決しました。 

CSCum98292 連続した会議に対するダイヤルイン番号の割り当てが改善されました。Cisco TMS が、ブリッジの
ャパシティが上限に近い場合に、連続した会議に同じ番号を割り当てる可能性は低くなりました。 

CSCuo27217 ベスト インプレッション分散のカスケードされた会議のスケジュールを設定しようとすると、
Cisco TMS で無限ループが発生する問題を解決しました。この問題は、ダイヤルインの参加者
が多数の場合に発生しました。 

 
モニタリング（Monitoring） 

 

ID 説明 

CSCun25273 カスケードされた会議を会議にロックするために会議制御センターを使用すると、マスター 
MCU ではなく、スレーブ MCU に会議がロックされる問題を解決しました。 

CSCun25310 会議ではエンドポイントがミュートにされているが、独自のインターフェイスを使用したエンド
ポイントのミュートが会議制御センターに反映されない問題を解決しました。 

CSCun25471 会議制御センターを使用して会議から参加者を切断できない問題を解決しました。この問題
は、システム名にアポストリフィが含まれている場合に発生しました。 

CSCum42607 Cisco TMS サーバ上の Java をバージョン 7 アップデート 45 に更新した後、会議制御セン
ターにアクセスすると Java の警告「Do you want to run this application?」が生成される問題
を解決 しました。環境によっては 、会議制御センターが全くロードされません。 

CSCuj34799 会議制御センターが、TelePresence Conductor 上でスケジュールされた会議を時間の値が 0  
のアドホック会議として、不正に表示する可能性がある問題を解決しました。 

CSCuh57792 会議制御センターで、レイアウトを最初にカスタム レイアウトに変更してからデフォルト の
ファミリ ビューに戻し、次にカスタム レイアウトに戻した場合に、エンドポイントのレイア
ウトが変更されない問題を解決しました。 

CSCun72842 会議制御センターの TelePresence Server にホストされているアドホック会議が Cisco TMS で正
しく解決されない問題を解決しました 。コール レッグごとに個別の会議が表示されていました。 

CSCue26774 会議を別のブリッジに移動すると、古いブリッジで会議が選択されるまで会議の移動が会議制
御センターに反映されない問題を解決しました。 
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CSCun72817 TelePresence Conductor でホストされた会議に参加者が追加および削除された場合に、会議イ
ベント ログにそれらの参加者の誤った情報が表示される問題を解決しました。 

 

システム管理 
 

ID 説明 

CSCun25326 多数の管理対象システムがある Cisco TMS 導入用の、[システム（Systems）] > [構成テンプレ
ート（Configuration Templates）] テンプレートの選択 > [システムに設定（Set on 
Systems）] のページ読み込み時間が改善されました。 

CSCun25385 Unified CM に登録済みのシステムについて、[システム（Systems）] > [ダイヤル計画の管理
（Manage Dial Plan）] の設定変更はできなくなりました。これまでは、変更しても無効で
あるものの、変更を行うことは可能でした。 

CSCun25679 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] 
> [一覧から（From List）] > [Unified CM] [システム名（System name）] でのシステムの
検索で、不正に大文字と小文字が区別される問題を解決しました。この [検索] フィールドは
大文字と小文字を区別しなくなりました。 

CSCun28098 Unified CM に登録されたシステムを Cisco TMS に追加すると、「不正な管理アドレス（Incorrect 
Management Address）」エラーが発生する問題を解決しました。Unified CM に登録されているエ
ンドポイントの HttpFeedback 3 URL が不正に設定されている場合、Cisco TMS で「不正確なフィ
ードバック アドレス（Incorrect Feedback Address）」チケットを表示するようにしました。 

CSCun80968 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > Unified CM に登録されているシステム
を選択 > [設定（Setting）] > [設定の編集（Edit Settings）] の [管理アドレス 1
（Management Address 1）] を編集できなくなりました。このフィールドのオプションは、
Cisco TMS ではなく Unified CM によって設定されます。 

CSCun27576 Cisco TelePresence TC または TEE ソフトウェアを実行する Unified CM に登録されたエン
ドポイントを Cisco TMS に追加した場合 、HttpFeedback 3 URL が Cisco TMS サーバの 
IP アドレスまたはホスト名にまだ設定されていないというアラートが管理者に通知されな
い問題を解決しました。今後は、[警告にかかわらずシステムを登録する（Add System 
Despite Warnings）] オプションでエラーが表示されます。 

CSCun27651 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > Unified CM の選択 > [管理対象システ
ム（Managed Systems）] タブに関するいくつかの問題を解決しました。 

CSCun27664 Cisco TMS が、TelePresence Server と Cisco TelePresence MCU の system.xml ファイルに
アクセスするために HTTP を使用し、HTTPS にフォールバックする問題を解決しました。
これは、最初に HTTPS を使用し HTTP にフォールバックするように変更されました。 

CSCuj93926 システムを置き換えた場合に、MAC アドレスの不一致が原因でデータベース内のシステム レ
コードが重複する可能性がある問題を解決しました。この問題は、システムを [システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の [接続（Connection）] タブで [ネットワークの
システムを追跡する基準（Track System on Network by）]：[MAC アドレス（MAC 
Address）] に設定されている場合にのみ発生していました。 

CSCul46511 ビデオ会議マスターが 1.10.1 以前を実行している CTS エンドポイントか、6.0.2 以前を実行
している TX エンドポイントである場合に、会議の割り当てが失敗する問題を解決しまし
た。この問題は、これらのエンドポイントがビデオ会議マスターとしてサポートされている
ソフトウェア バージョンを Cisco TMS で誤ってチェックしていたことによるものです。 

CSCua51358 システムが Unified CM に登録されていて、コールを送受信でき、会議でスケジュールを設定
できるにもかかわらず、登録されていないと Cisco TMS が報告をする問題を解決しました。 

CSCun27802 欠落していた [ロケーション設定（Location Settings）] パネルが [システム（Systems）] > 
[ナビゲータ（Navigator）] > [システムの追加（Add Systems）] > [一覧から（From List）] > 
[Unified CM] に追加されました。 

識別子 説明 
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CSCuh83367 Cisco TMS に事前登録されたシステムにタイムゾーンを設定できない問題を解決しました。
システムの追加当初は、タイムゾーンの仕様が機能しているように見えていました。 

CSCun80989 Unified CM に登録されたシステムの追加速度が非常に遅く、最終的にはシステムは正常に追加
されるが、エラーが発生する場合がある問題を解決しました。 

CSCun27847 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Server を選択 > [設定
（Settings）] > [拡張設定（Extended Settings）] で、編集後に次の設定が保存されない問題
を解決しました。 

 [ゲートキーパーに登録する（Register with Gatekeeper）] 

 会議 SIP 登録（Conference SIP registration） 

 デュアル ビデオ ストリーム（Dual Video Stream） 
CSCtx40937 Unified CM に 100 件を超える未登録のエンドポイントがある場合に、Cisco TMS が Unified 

CM からエンドポイントをインポートできない問題を解決しました。 

CSCun28025 「HTTP の応答がありません（No HTTP response）」エラーが発生した場合に、Cisco TMS が 
CTS または TX エンドポイントの接続タイプを確認しない問題を解決しました。今後は、トラフ
ィックが HTTP の場合、Cisco TMS は「HTTP 応答なし（No HTTP response）」を表示します。 

CSCum63715 Cisco TMS が、Cisco TelePresence TC または TE ソフトウェアを実行している Unified CM に
登録されているシステムの、タイムゾーンを更新しようとする場合がある問題を解決しました。 

CSCum68031 Cisco TMS が TelePresence Server のコール レッグあたりの最大帯域幅を、6 Mbps ではな
く 4 Mbps として不正に計算する問題を解決しました。 

CSCun10195 TelePresence Conductor から TelePresence Server を削除したが、[オペレーション モード
（Operation Mode）] が [リモート管理（Remotely Managed）] から [ローカル管理
（Locally Managed）] に更新されない問題を解決しました。TelePresence Server を Cisco 
TMS から削除し、再追加する必要がありました。 

CSCuo39236 一部のソフトウェア パッケージをソフトウェア マネージャにアップロードできない問題を解決
しました。この問題では、HTTP 404 エラーが表示されました。 

CSCun63201 CTS および TX システムで [強制管理設定（Enforce Management Settings）] が機
能しない問題を解決しました。 

CSCuo49879 今後は、現在のすべての製品で [製造業者（Manufacturer）] が Tandberg ではなく Cisco と表
示されます。 

CSCuo49882 Cisco TelePresence TC v 7.1 を実行しているエンドポイントで、タイムゾーンに「GMT -03:00 
Buenos Aires, Georgetown, Montevideo」を選択している際に起きた問題を解決しました。Cisco 
TMS にシステムに次のエラー チケットが表示されました。「Time Zone set in TMS for system is 
different from Time Zone on system. - In TMS: (UTC-03:00) Buenos Aires, Georgetown, On System: 
(UTC) Dublin/ Edinburgh/ Lisbon/ London」。Cisco TMS からシステムに正しいタイムゾーンをプ
ッシュしようとすると、次のエラーメッセージで失敗していました。「Could not update all 
settings. Details: System did not accept time zone GMT-03:00 (Buenos Aires, Georgetown)」。 

CSCun25307 TelePresence Conductor の背後にあるブリッジで H.323 ゲートキーパー モードに関する警
告が削除されました。 

CSCun27576 ホスト名を使用したシステムの検索に失敗する場合がある問題を解決しました。 

CSCun79003 XC 2.3 を実行している TelePresence Conductor を Cisco TMS に追加するときに発生してい
た問題を解決しました。[システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で管理アドレ
スは空白のままで、「The management address on the system is incorrectly configured ...」
と示されたチケットが表示されていました。 

識別子 説明 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 62/97 ページ 

解決済みの問題 
 

 
 

 
 
電話帳 

 

ID 説明 

CSCun25502 複数の電話帳に表示された電話帳のエントリが、電話帳の検索で重複として表示される可
能性がある問題を解決しました。重複するエントリは検索結果に 1 回のみ表示されます。 

CSCuj42053 Polycom エンドポイント上の電話帳セットに新しいエントリを追加したが、その新しいエン
トリでエンドポイントの電話帳が更新されない問題を解決しました。 

CSCul84164 手動リスト電話帳ソースの連絡先に、欠落していた帯域幅オプション、[自動（Auto）]、[電
話（Telephone）]、[最大（Max）] を戻しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCug10144 [レポート（Reporting）] > [会議（Conferences）] > [会議統計（Conference Statistics）] 
> [計算単位（Calculate By）] [使用率（Utilization）] は、使用率でこのデータを計算するこ
とができず、生成されたグラフは常に空であったため、削除されました。 

CSCun25641 [通話プロトコル（Call Protocol）] で MCU コール詳細レコードをフィルタ処理できない問
題を解決しました。 

 
定例（Recurrence） 

 

ID 説明 

CSCun81304 「毎月 1 日（First Day of every month）」の定期的なパターンで定期的な一連の会議を編集
すると、そのパターンが「毎月第 1 日曜日（First Sunday of every month）」に変わる問題
を解決しました。 
編集をキャンセルしてから会議を保存すると、定例会議から定例でない会議に変更されてい
ました。 

CSCun81313 一連の定例会議の最初の会議を削除した後に、その一連の会議を編集して定例を無効にすると、
すべての会議が削除される問題を解決しました。定例を無効にするように編集されたインスタン
スは、非定例の会議として残っている必要がありました。 

CSCue26779 会議が別の MCU に移動された後に Cisco TMS が複数のポートを使用する問題を解決しまし
た。これは、インスタンスが別の MCU に移動された場合に、定例の会議でのみ発生しました。 

CSCtr53461 定例の一連の会議のうち 1 つの会議開催に対してブリッジを交換した場合でも、元のブリッジ
でフィルタ処理した場合に、[会議の一覧（List Conferences）] ページでその会議にブリッジ
が存在していると表示される問題を解決しました。 

CSCum41801 [繰り返し期限まで（End by Date）] オプションを使用して毎日開催の定例会議を予約する
と、指定された日付の前の日に一連が終了する問題を解決しました。これは、会議を予約し
たユーザが負の UTC オフセットのタイムゾーンにいる場合に発生しました。 

CSCun81618 削除済みのインスタンスまたは同じ一連の以前に移動したインスタンスを移動できるように
なりました。 

CSCui04546 発生したイベントの 1 つにキャパシティがない定例の一連のブリッジを Cisco TMS が誤っ
て選択してしまい、その結果として、会議の保存に失敗する問題が解決されました。 

CSCun81408 定例の一連から削除された参加者が、予約確認メールの [場所（Location）] セクションに
不正に表示される問題を解決しました。 
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CSCui68087 定例会議の一連が編集されると、その一連の個別の会議に以前加えた変更が失われる問題を解決
しました。 

CSCtt45102 一連から削除された参加者が、最初の一連と重なっている新規予約に参加している場合、定
例の一連に変更を加えることができない問題を解決しました。 

CSCuo49886 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] >[会議の 編集（Edit Conference）] で、
一連のインスタンスを編集する際の [オーナー（Owner）] フィールドを読み取り専用にしました。 

 

TMS ツール 
 

ID 説明 

CSCul81067 TMS ツールの [Cisco TMSPEデータベース接続（Cisco TMSPE Database Connection）] 設定
ページにアクセスできない問題を解決しました。「Current settings could not be read, the 
dialog will be populated with default values.」というメッセージが表示されました。 

CSCul44318 
CSCun15585 

[TMS ツール（TMS Tools）] > [設定（Configuration）] > [Cisco TMSPE] [データベース接続
の設定（Database Connection Settings）] がポートのデリミタとしてカンマを不正に受け入
れていました。しかし、これはポートを設定せず、Cisco TMS は Cisco TMSPE データベース
に接続できませんでした。このページに [ポート（Port）] フィールドが追加されました。 

CSCum88383 Cisco TMS ツールを使用して Cisco TMSPE データベース接続設定を編集すると、データベー
ス接続のパスワード フィールドが消去され、Cisco TMS と Cisco TMSPE 間の接続が切断され
る問題を解決しました。 

 
インストールおよびアップグレード 

 

ID 説明 

CSCun27560 Cisco TMS をアップグレードすると、アップグレード後すぐに開始するはずの MCU 上でホスト
されている会議が起動しなくなる問題を解決しました。 

CSCua65350 Cisco TMS のインストール中に、HTTPS ツール ウィンドウがインストーラ ウィンドウの背
後で表示されなくなる問題を解決しました。 

CSCum50657 databaseinstalllog で Cisco TMS データベースのアップグレードに次のエラーで失敗する問題
を解決しました。「Error Code 2627 at line 26: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ 
SchedulerEvents'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SchedulerEvent'. The duplicate key 
value is (22).」 

CSCun70393 Cisco TMS のアップグレード時にインストーラで見られる、[暗号キー（Encryption Key）]  
ページの [戻る（Back）] ボタンをクリックしても機能しない問題を解決しました。 

 
サービス 

 

ID 説明 

CSCun41589 データベース スキャナ サービスがタイムアウトしたり、メモリ不足の例外をスローしたり、過
剰に CPU を使用したりする可能性のある問題を解決しました。 

CSCul94870 ライブ サービスで CPU のほぼ 100% が使用される問題を解決しました。これは、会議の開始
と制御で問題が起きる原因となっていました。 

識別子 説明 
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CSCum41321 インストーラが SNMP トラップ Windows サービスを削除する場合がある問題を解決しました。
インストール中やアップグレード中にサービスは削除されなくなりましたが、古いインストール
では、アップグレードが完了した後にサービスを手動で修正する必要がある場合があります。 

CSCug04138 SQL データベースへの接続が一時的に失われた後、次のサービスが再起動しない問題を解決し
ました。 
 TMSDatabaseScannerService  
 TMSPLCMDirectoryService 
 TMSLiveService  

 

ユーザとグループ 
 

ID 説明 

CSCun28017 [ページごとのレコード（Records per Page）] 値よりも多くのグループが存在する場合にユー
ザの設定を編集すると、現在のページに表示されていないグループからそのユーザが削除され
る問題を解決しました。 

CSCun28084 以前 Cisco TMS に一度もログインしたことのない Active Directory ユーザが、ログインできな
い問題を解決しました。この問題は、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定
（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] 
> [Active Directory] > Active Directory からのユーザ情報のルックアップ（Lookup User 
Information from Active Directory）] が、[はい（Yes）] に設定されているが、[Active 
Directory] セクションで 1 つ以上の他のフィールドに誤った情報が含まれている場合に発
生しました。 

 

予約 API（Cisco TMSBA） 
 

ID 説明 

CSCun25408 Cisco TMSBA を使用して会議を予約すると Cisco TMS でエラーが発生する問題を解決しまし
た。これは、予約を行ったユーザが Cisco TMS に存在しておらず、ユーザ名が 36 文字を超
えている場合に発生しました。 

CSCul50039 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] の [遠隔予約を許可（Allow Remote 
Booking）] オプションが、Unified CM に登録済みのエンドポイントに対して表示されない問
題 を解決しました。この問題は、Cisco TMSBA のアクティブ化に「Per 25 Endpoints」オプ
ション キーが使用された場合に発生しました。これは、Cisco TMSBA を使用してエンドポイ
ントを予約することはできていたため、主に表示上の問題でした。 

CSCun27792 Cisco TMSBA を使用して削除されたシステムを含む会議を作成すると例外が生成される問題を
解決しました。今後は電子メール メッセージが送信されます。 

CSCun81238 月次の一連の定例会議を月末に予約する場合に GetRecurrentConference が 1 日オフになる
問題を解決しました。これは 14.2.2 で導入されたリグレッションでした。 

CSCun81246 空のリストが送信されると、Cisco TMS は常に DayOfWeek リストを返すようになりました。 

CSCum99999 一連の会議への例外が 1 つの会議として保存される場合がある問題を解決しました。 

CSCun81291 Cisco TMS が、Cisco TMSBA を使用する Microsoft Outlook または別のクライアントでの一連
の会議の一部として予約されたテレプレゼンスを利用した、単一のインスタンスに対して指定
されたタイムゾーンを上書きする問題を解決しました。 

CSCug26332 Cisco TMSBA の recurrenceID 値が DST の変更を正しく反映していない問題を解決しました。 

識別子 説明 
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CSCud35946 Cisco TMS が定期的なパターンを解釈および実行する方法でのいくつかの不整合を解決しました。 

CSCug37575 Cisco TMS に存在しなくなったシステムを含む会議を編集した結果、Cisco TMSXE は 30 秒ごと
に予約を再試行し、これにより電子メール通知が大量に送信されていました。 

これを防ぐため、設定ツールを使用して、存在しないシステムを Cisco TMSXE から削除します。 

CSCuh55290 Cisco TMS が会議の開始日ではなく終了日を正しく更新した最初のスケジュールよりも前
に発生するように、Cisco TMSBA を使用した一連の会議の発生の開始時間を修正する問題
を解決しました。 

CSCun81228 次のパターンを使用して月次の定例会議を予約する際の問題を解決しました。 
Cisco TMS と Microsoft Exchange サーバーが異なるタイムゾーンにある場合、Cisco TMSXE を
使用して、 _____ か月毎の 
___曜日に発生。この場合、インスタンスが誤った日に予約されていました。 

CSCun26518 「毎月（最終日に）開催]」のパターンで定例会議を作成した際に、Microsoft Exchange と 
Outlook が Cisco TMS サーバとは異なるタイムゾーンにある場合、2 月の日付が誤って選択さ
れる問題を解決しました。 

CSCun81296 Cisco TMSBA を使用して一連の定例会議のインスタンスを編集するときに生成された電子メー
ルが、一連の会議全体に編集が行われたことを示唆し、Cisco TMS から誤った会議 ID 情報が返
される問題を解決しました。 

CSCun83458 FrequencyType Default を使用してスケジュールされた会議が正しく自動拡張されない 
問題を解決しました。この問題は、ユーザが Exchange で非テレプレゼンスの一連の会議の
一部であった 1 つのテレプレゼンス会議をスケジュール設定した場合、Cisco TMSXE を介
した予約に影響していました。 

 

全般 
 

ID 説明 

CSCun25480 廃止された MOVI2_URLタグを使用した電子メール テンプレートを保存できない問題を解決
しました。 

CSCtx98924 会議内の 2 つ以上のエンドポイントのシステム名が 31 文字を超え、かつ最初の 31 文字が同
一の場合、Cisco TMS は MCU API の要件に準拠するためにシステム名をトリミングするた
め、Cisco TelePresence MCU が 1 つのエンドポイントにはダイヤルアウトするが、他のエ
ンドポイントにはダイヤルアウトできない問題を解決しました。この場合、エンドポイント
は MCU に重複して表示され、MCU は最初の参加者のみをダイヤルしました。 

CSCun28058 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] > [データベース テーブル プランの旧データの消去（Purge Old Data in 
Database Tables Plan）] で設定されている [データを保管する日数（Number of Days To 
Keep Data）] に従ってチケット ログが削除されない問題を解決しました。 

CSCun27778 チケット数を取得するためのクエリでデッドロックが生じ、これにより、Cisco TMS のフロ
ント ページをロードするときに例外が発生する場合がある問題を解決しました。 

CSCun27836 Cisco TMS にバナーが適用された際に発生したいくつかの表示の問題を解決しました。 

CSCun27847 互換性モードがオフになっているときに、Internet Explorer 10 で生じるレイアウトに関する
いくつかの問題を解決しました。 

CSCum65583 冗長な導入環境でのフェールオーバー中に会議の開始が遅れる可能性がある問題を解決し
ました。 

識別子 説明 
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CSCun70364 標準モードで Internet Explorer 10 を使用している場合に、日付ピッカーが開かず JavaScript エ
ラーが生成される問題を解決しました。 

 

14.3.2 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.3.2 で解決されました。 

 
[Booking] 

 

ID 説明 

CSCul42930 会議を予約する際にエンドポイントに設定されている帯域幅の方が低いにもかかわらず、会議に設
定された IP 帯域幅を使用してダイヤルイン エンドポイントが会議に参加する問題を解決しました。 

CSCul33187 タイプ : ファイアウォールの背後にあるシステムで [タイプ（Type）] が [接続なし（No Connect）] 
の会議をスケジュールできない問題を解決しました。 

CSCul35748 Cisco TMS が会議に同じ参加者を繰り返し追加する問題を解決しました。この問題は、ドメイン サ
フィックスを含まない SIP のダイヤルアウト参加者で発生しました。また、Cisco VCS B2BUA モ
ードに展開された TelePresence Conductor でホストされる会議で最も頻繁に発生していました。 

CSCuh32674 TelePresence Conductor でのスケジュール設定時に ISDN ダイヤルインおよびダイヤルアウト参加
者を使用して会議を作成できない問題を解決しました。 

CSCuf21982 ワンボタン機能の会議に追加した際に、ダイヤルアウト参加者テンプレートがダイヤルイン参
加者に変更される問題を解決しました。 

CSCuj60215 ログインしているユーザのタイムゾーンで DST が午前 0 時に変更された日付に定例会議を予約
すると、エラーが発生する問題を解決しました。 

CSCuj47583 モンテネグロの国番号+382 の音声参加者を会議に追加できない問題を解決しました。この問題で
は、「382 is not a valid country code」のエラーが表示されました。 

 
ルーティング 

 

ID 説明 

CSCul86790 手動でMCUを追加して予約した既存の会議に参加者を追加した場合に、MCU のキャパシティが
すでに満杯になっていて、追加の参加者に対応するために実行されるべき、より多くのキャパシ
ティを持つ MCU へのリルートが行われない問題を解決しました。 

CSCul30272 Cisco TelePresence MCU MSE 8510 を選択して会議をホストするのが最も適切なルーティング
選択肢であり、参加者全員がその MCU と同じ IP ゾーンにいる場合に、Cisco TMS では、会議を
開催するのに Cisco TelePresence MCU MSE 8510 が選択されない問題を解決しました。 

CSCuc45195 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [ルーティングでの外部 MCU の使用（External MCU Usage in Routing）] が、[ポ
イントツーポイント以外は常に（Always, except point to point）] に設定されている場合に、Cisco 
TMS がポイントツーポイントから 3 名以上の参加者にエスカレーションされた会議にブリッジを
追加しない問題を解決しました。この問題は、メインの参加者にマルチサイト キーがある場合に
発生しました。 

CSCuj57675 自動 MCU フェールオーバーが動作しない問題を解決しました。 

CSCul17740 スケジュールされたワンボタン機能（OBTP）会議が開始されようとしているときに、Cisco 
TMS がアドホック コールを切断する問題を解決しました。アドホック コールがスケジュールさ
れた参加者間の場合でも、OBTP 会議でスケジュールされたすべての参加者でこの問題が発生し
ていました。 

識別子 説明 
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モニタリング（Monitoring） 

 

ID 説明 

CSCua17474 会議制御センター > 会議を選択 > [設定（Settings）] で、[録音（Recording）] フィールドに、会
議の所有者ではなくログインしているユーザが使用できるオプションが不正に表示される問題を解
決しました。 

CSCug52302 会議制御センターを介してエンドポイントに対しフロア制御を設定した場合に、フロア制御が必ず
しも適用されない問題を解決しました。 

CSCuj65341 会議制御センターで会議のスナップショットが表示されない問題を 
解決しました。これは、1 人以上の参加者が会議への接続に遅れ、ステータスが [接続中
（Connecting）] のままになっている場合に発生 しました 。今後は、最初の参加者が会議に正
常に接続するとすぐにスナップショットが表示されます。 

 

システム管理 
 

ID 説明 

CSCum00103 [システムの追加（Add Systems）] タブを使用して Unified CM に登録されたシステムを不正に
追加すると例外が生成される問題を解決しました。エラー メッセージが表示されるようになり
ました。Unified CM に登録済みのシステムは、[一覧から（From List）] タブを使用して追加す
る必要があります。 

CSCul66281 ファイアウォールの背後にあるシステムを Cisco TMS に追加できない問題を解決しました。 

CSCud53982 Cisco TMS で TelePresence Server のリソース変更がすぐに検出されないため、Cisco TMS で 
TelePresence Server のリソースの可用性が正しくレポートされない問題を解決しました。 

 
電話帳 

 

ID 説明 

CSCuj42053 Polycom エンドポイント上の電話帳セットに新しいエントリを追加すると、再起動されるまでエン
ドポイントの電話帳が更新されない問題を解決しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCuj87555 Cisco TMS がクラスタ マスターではなく、クラスタのスレーブ TelePresence Servers からコー
ル詳細レコードを誤って取得しようとする問題を解決しました。 

CSCul35913 HTTPS のみを使用して通信するように設定された TelePresence Servers から、Cisco TMS がコ
ール詳細レコードを収集しない問題を解決しました。 

 
Webex Enabled TelePresence 

 

ID 説明 

CSCul86783 [管理ツール（Administrative Tools）] > [ユーザ管理（User Administration）] > [ユーザ
（Users）] > [すべてのユーザを AD と同期（Synchronize all users with AD）] が WebEx ユー
ザ名を更新しない問題を解決しました。 
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Cisco TMSPE 
 

ID 説明 

CSCui86265 Cisco TelePresence Management Suite プロビジョニング拡張機能を使用した導入で、machine.config 
ファイルに接続の最大数を制御するセクションが含まれている場合に、[システム（Systems）] > [プ
ロビジョニング（Provisioning）] の下のページにアクセスできない問題を解決しました。 

 
全般 

 

ID 説明 

CSCul19103 タイムゾーン更新ツールで、影響を受ける会議を 350 件の単位でしか表示および修正することがで
きない問題を解決しました。これはまた、場合によっては会議の更新が失敗する原因ともなってい
ました。 

CSCui25158 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] > [ログ消去計画（Purge Log Plan）] で、[データを保管する日数（Number of 
Days To Keep Data）] に従って log-api、log-web-external、および log-tmsagentproxy ログが削
除されない問題を解決しました。 

CSCul50874 [管理ツール（Administrative Tools）] > [ユーザ管理（User Administration）] > [ユーザ
（Users）] でユーザを編集しようとするときに例外がスローされる問題を解決しました。この問題
は、直前に別のユーザが編集されていた場合に発生しました。 

CSCul28417 Cisco TMS が、HTTPS のみを使用して通信するように設定された TelePresence Servers に会議終
了通知メッセージを送信しない問題を解決しました。 

 
14.3.1 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.3.1 で解決されました。 

 
[Booking] 

 

ID 説明 

CSCuj25656 Cisco TMS が、単一ノードではなくクラスタ全体の可用性を確認して、Cisco TelePresence 
Recording Server クラスタ ノードのリソースの可用性を誤って計算する問題を解決しました。 
これにより、リソースのオーバーブッキングが発生する可能性がありました。 

CSCuj04722 同じ日にスケジュールされたレコーディングを含む会議がすでに存在する場合に、Cisco 
TelePresence Recording Server のレコーディング エイリアスを Cisco TMS の予約に追加すると
きに、エラーが発生する問題を解決しました。これはクラスタ化されたレコーディング サーバの
セットアップのみ該当します。 

CSCui09851 会議の場所が、Cisco TMS に表示されて、.ics ファイルまたは Microsoft Outlook 予定表には表示さ
れない問題を解決しました。 

CSCuh99378 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [ルーティングの優先 MCU タイプ（Preferred MCU Type in Routing）] が Cisco 
TelePresence Conductor に設定されているにもかかわらず、Cisco TMS が TelePresence 
Conductor を介してスケジュールされた会議をルーティングしない問題を解決しました。 

CSCuh89503 極端に長い（1 年や 2 年）予定された会議が、会議終了予定時刻よりもずっと前に、明らかな
理由もなく突然終了してしまう問題を解決しました。 

CSCuh43897 予約招待 HTML 電子メール テンプレートから <ADD:ICALENDAR_ATTACHMENT> タグを削除
しても、生成および送信された HTML 電子メールから ICS の添付ファイルが削除されない問題を
解決しました。 
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CSCuh61606 予約確認電子メールにキャリッジ リターンおよび改行が表示されない問題を解決しました。 

CSCug88031 今後は、TelePresence Conductor を含むセキュアな会議を予約できません。Cisco TMS でサポ
ートされていないため、セキュア オプションを選択するとエラーが生成されます。これまでは
予約時にエラーは表示されず、実際にはそうでなくても会議はセキュアであるとして表示され
ていました。 

CSCug75561 Cisco TMS が、Cisco TelePresence System 3000、1000、500 シリーズのエンドポイント、または 
Cisco TelePresence TC ソフトウェアを実行しているエンドポイントに、更新されたカレンダー情
報を再送信しない問題を解決しました。この問題は、一連の定例会議の 1 つのインスタンスが編集
された場合、または一連の定例会議全体が削除された場合に、定例会議でスケジュールされている
エンドポイントに影響していました。 

CSCuh39031 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] > [ログのエクスポート（Export Log）] 
と [詳細ログのエクスポート（Export Details Log）] で不完全なデータが生成される問題を解決し
ました。 

CSCuh36391 参加者に ISDN 音声ダイヤルを含む会議を作成できない問題を解決しました。 

CSCui74583 ティアダウン バッファのある会議で、[予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] 
に終了日が誤って表示される場合がある問題を解決しました。 

CSCug86198 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [会議延長のための連絡先（Contact Information to Extend Meetings）] フィー
ルドに特殊文字が含まれていると、エンドポイントで会議の延長メッセージが受信されない問
題を解決しました。 

CSCuh46375 進行中の会議の [拡張モード（Extend Mode）] の編集に失敗する問題を解決しました。進行中
の会議の [拡張モード（Extend Mode）] を編集することはできなくなりました。 

CSCuh63880 会議が延長されている場合にビデオ内会議の終了通知が送信されない問題を解決しました。 

CSCui24634 [ステータス] が [却下（Rejected）] の会議が、[会議の一覧（List Conferences）] ページの [削除
済み（Rejected）] に誤って一覧表示される問題を解決しました。 

 

モニタリング（Monitoring） 
 

ID 説明 

CSCtx61206 [原因コード（Cause Code）] が 0 の会議から切断された Polycom エンドポイントを含むアドホ
ック会議が、会議終了後に、[アイドル（Idle）] フォルダの会議制御センターに表示される場合が
ある問題を解決しました。 

CSCui32501 [原因コード（Cause Code）] 0 で前の会議から切断された Polycom エンドポイントが、エンド
ポイントは実際には後の会議に接続していないにもかかわらず、会議制御センターで後続の会議
の参加者として表示される場合がある問題を解決しました。 

CSCui74563 作業接続されたアドホック会議が 1 つの会議ではなく 2 つの会議として、会議制御センターに表示
される問題を解決しました。 

CSCui85949 
 

CSCui74290 

TelePresence Server でホストされている参加者に対し、会議制御センターのミュート コマンド
が正しく動作しない問題を解決しました。 

TelePresence Server から参加者をミュートした場合に会議制御センターのミュート アイコンが
更新されない問題を解決しました。 

CSCui74335 1 つの会議の所有者が不明な場合に、会議制御センターがいずれの会議も表示できない問題を解決
しました。 

識別子 説明 
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CSCuh51719 会議制御センターの TelePresence Conductor を含む会議をロックするオプションを削除しまし
た。この機能はサポートされません。 

CSCui01713 Cisco TMS Live Service が TelePresence Conductor からのダイヤル アウトを解決できない
問題を解決しました。この問題で、会議制御センター（CCC）に重複するエントリが作成
され、また Cisco TMS が、参加者がすでに接続されているにもかかわらず、TelePresence 
Conductor を再度ダイヤルアウトさせる原因にもなっていました。 

CSCui24688 [グラフィカル モニタ（Graphical Monitor）] に Unified CM アイコンを追加しました。 
 

システム管理 
 

ID 説明 

CSCui67809 Cisco TMS が、ワンボタン機能と接続なしの会議で 2 回ダイヤル アウトするようシステムに指
示する場合がある問題を解決しました。 

CSCui81432 Cisco TMS を使用してパスワードが設定されているシステムをアップグレードできない問題を
解決しました。この問題が影響したのは、Cisco TelePresence E20 システム、および TC 6.0  
より前の Cisco TelePresence TC ソフトウェア バージョンを実行しているシステムです。 

CSCui66934 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [設定（Setting）] > 
[TMS スケジュールの設定（TMS Scheduling Settings）] で [発信電話ダイヤルを許可（Allow 
Outgoing Telephone Dialing）] チェックボックスのテキストがない解決しました。 

CSCui75542 [管理ツール（Administrative tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定
（Network settings）] > [TMS サービス（TMS Services）] > [システムアライブステータスのス
キャン間隔(秒単位)（System Alive- Status Scan Interval (in seconds)）] で設定された時間間
隔で、システムの SNMP スキャンが実行されない問題を解決しました。 

CSCui74636 削除されたが Cisco TMS からは削除されていない TelePresence Conductor の背後のブリッジ
が、「System(s) Managed by Cisco TelePresence Conductor Not Found in TMS」エラーを表示
しない問題を解決しました。 

CSCui74421 エンドポイントで H.323 と SIP ユーザ名を直接変更したが、[強制的に更新（Force Refresh）]  
を実行した後に Cisco TMS に反映されない問題を解決しました。 

CSCuh85852 Cisco TMS と Cisco VCS の両方でチケットが以前に確認済みである場合に、Cisco TMS が Cisco 
VCS で次の警告を示す問題を解決しました。「The number of concurrent traversal calls has 
approached the licensed limit」 

CSCui74362 SNMP が無効な Cisco TelePresence MCU を Cisco TMS に追加すると、「#1255 - Incorrect 
SNMP CN」という警告が表示される問題を解決しました。これらのシステムは SNMP を無効に
した状態で Cisco TMS に追加することができるため、警告は出るべきではありません。 

CSCui24563 特殊文字を含む Cisco TMS から送信されたメッセージがシステムに表示されない問題を解決し
ました。 

CSCui74343 Cisco TMS からシステムを削除または消去するのに失敗した場合には、エラーが表示されるように
なりました。これまではエラーは表示されませんでした。 

CSCtr17122 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > Cisco VCS を選択 > [アクティブ コール
（Active Calls）] で [期限（Duration）] カラムにデータが表示されない問題を解決しました。 

CSCuf57343 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [設定（Settings）] > 
[設定の編集（Edit Settings）] > [ネットワーク設定（Network Settings）] で SIP または H.323 パ
スワードを設定した場合に、システムでパスワードが設定されない問題を解決しました。 

CSCuh37146 Unified CM に登録されたシステムのタイムゾーン フィールドは、Cisco TMS で今後表示されなくなり
ました。このフィールドの情報はシステムまたは Unified CM から読み取ることができないためです。 

識別子 説明 
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CSCui24592 Cisco TMS は、今後すべての NTP サーバ エントリをシステムに対してチェックします。これ
までは最初のエントリのみをチェックしていたため、エントリが空白の場合、Cisco TMS 内の
システムに対する NTP サーバ設定がない状態になっていました。 

CSCuh57929 システムのスケジュールされたソフトウェア アップグレードが予定された時刻の前に実行され
る場合がある問題を解決しました。 

CSCui16561 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムのタイプにルームを選択 > [設定
（Settings）] > [設定の編集（Edit Settings）] > [着信 SIP URI ダイヤリングを許可（Allow Incoming 
SIP URI Dialing）] がオンになっている場合に、[設定の表示（View Settings）] ウィンドウで同じフ
ィールドが有効として表示されないという、ルーム タイプ システムに影響する問題を解決しました。 

CSCui85980 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 [設定（Settings）] > [チ
ケット フィルタ（Ticket Filters）] でグローバル チケット フィルタ を作成するときに、[フィルタ
名（Filter Name）] が表示されない問題を解決しました。 

CSCud04905 [設定テンプレート（Configuration Templates）] から [AllowWebSnaps] 設定を削除しました。
この設定はリモートでは適用できません。 

CSCuh53350 Unified CM に登録 されているシステムについては、[システムの置換（Replace System）] オプ
ションが削除されました。これらのシステムではこの機能がサポートされていないためです。 

CSCue50533 Cisco TelePresence T1 および T3 システムの IP ダイヤルは、サポートされていない機能であるた
め削除しました。 

CSCui07157 Cisco TMS が Cisco TelePresence TX1310 を 3 画面システムとして識別し、これらのシステムに
必要な帯域幅の 3 倍の帯域幅を割り当ててしまう問題を解決しました。この問題では、Cisco 
TMS がブリッジに利用可能な帯域幅がなくなったと誤って判断するため、マルチポイント会議で
の TX1310 のスケジュール設定に失敗する場合がありました。 

CSCui24613 Cisco TelePresence Recording Server の [サービス契約ステータス（Service Contract 
Status）] が、[システム（Systems）] > [システム概要（System Overview）] で [不明
（Unknown）] ではなく -1 と表示される問題を解決しました。 

CSCui85968 Cisco TMS が MCU の SIP ドメインを [有効な SIP サーバ アドレス（Active SIP Server 
Address）] として誤って表示する問題を解決しました 。 

CSCui24605 エラー メッセージ「This system is provisioned. Phonebooks and Enforce Management Settings 
from TMS are disabled.」を、エラーから情報メッセージに変更しました。 

CSCuh43150 [システム（Systems）] > [構成のバックアップ（Configuration Backup）] > [バックアックを実
行（Perform Backup）] ページで、[最後のバックアップ（Last Backup）] のタイムスタンプが表
示されない問題が解決されました。 

 

電話帳 
 

ID 説明 
CSCuh22305 フォルダが 100 を超える場合に、プロビジョニング ディレクトリ グループに対して電話帳アク

セス制御のアクセス許可を設定すると失敗する問題を解決しました。 

CSCue66084 [手動リスト（Manual List）] タイプの電話帳ソースを検索する場合に、指定された [連絡先数
（Number of Contacts）] が、検索された連絡先を含むすべての連絡先を表示するのに十分な大
きの数でない限り、一致する連絡先が返されないという問題を解決しました。 

CSCui24661 電話帳ソースで生成されたエラーが、問題の起きていない別の電話帳ソースに移動したとき
に、クリアされない問題を解決しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCug71311 [レポート（Reporting）] ページのチャートに関するいくつかの問題を解決しました。 

識別子 説明 
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CSCty45266 Cisco TMSPE でプロビジョニングされたデバイスからダイヤルすると、Cisco TMS でユーザ コ
ール詳細レコードが重複する問題が解決されました。デバイス URI と FindMe URI（デバイス タ
イプが「不明」として表示される）の両方が表示されていました。 

CSCud81781 ユーザ コール詳細レコードが正常に動作しない場合のいくつかの問題を解決しました。 
 

予約 API（Cisco TMSBA） 
 

ID 説明 

CSCui93184 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [スケジュールされた通話の課金コード（Billing Code for Scheduled Calls）] が 
[必須（Required）] に設定されている場合に、課金コードが含まれていない Cisco TMSBA を使
用して会議を予約したときに表示される、エラー メッセージの文言を改善しました。 

CSCub53243 Cisco TMSBA を使用して予約を行った場合に、予約確認メールに Cisco TelePresence 
Recording Server の誤った番号が含まれている問題を解決しました。予約中に選択されたレコ
ーディング エイリアスが、GetRecordingAliases によって返されたリストの最初のレコーディ
ング エイリアスではない場合に、この問題が発生しました。 

CSCuh11794 「システム 25 台ごとに 1 つの」のライセンスを使用する場合に、Cisco TMSBA にアクセスできる
クライアントの数が 5 に制限される問題を解決しました。 

 
Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid 

 

ID 説明 

CSCui69249 WebEx シングルサインオンがサイトに設定されているユーザの WebEx 設定を保存できない問題を解
決しました。この問題では、Cisco TMS が WebEx サイトと通信できなかったと報告していました。 

CSCui09920 Cisco TMS で WebEx サイトの帯域幅が 1536 または 1280 kbps で設定されている場合に、MCU 
がスケジュールされた会議の WebEx 参加者にダイヤル アウトできない問題を解決しました。 

CSCui29432 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [WebEx 設定（WebEx 
Settings）] > センターを選択 & WebEx 認証サイトに接続 > [編集（Edit）] > [Webex サイトの設
定（WebEx Site Configuration）] > [接続ステータス（Connection Status）] で、「Could not 
connect to site」のエラーが表示される問題を解決しました。このサイトを使用したスケジュール設
定は、このエラーにもかかわらず正常に機能しました。 

CSCuh43678 Cisco TMSBA がスケジュールした WebEx を使用する定例会議で、Cisco TMS で会議が予約された
時間より前に最初の会議が開始されてしまう問題を解決しました。 
会議の [接続設定（Connection Settings）] タブを表示すると、参加者の「Cisco WebEx 
Meeting」および「Cisco WebEx TSP Audio」の [番号（Number）] カラムに、 
正しい情報ではなく、「To be populated by WebEx」と表示されました。 

 

データベース 
 

ID 説明 

CSCue08333 CISCO TMS が SQL Server 2008 R2 の 4 Gb に近づくと、データベースのサイズについて誤って警告
を出す問題を解決しました。このバージョンは、最大 10 Gb のデータベースをサポートしています。 

CSCui85970 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server Maintenance）] > 
[データベーステーブルプランの旧データの消去（Purge Old Data in Database Tables Plan）] および 
[ログ消去計画（Purge Log Plan）] で、値 -1 を追加することができなくなりました。 

CSCui71982 Cisco TMS データベースのアップグレードに失敗し、データベースのアップグレード ログに次
のエラーが含まれる問題を解決しました。「 Violation of PRIMARY KEY constraint 
'PK_field_SystemFieldSettings.」この問題が影響するのは、事前に登録された Polycom システ
ムを含む導入のみです。 

識別子 説明 
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全般 

 

ID 説明 

CSCuj25642 タイムゾーン更新ツールで定例の一連の会議の最初のインスタンスが更新されない問題を解決し
ました。開催される他のすべての会議は正しく更新されていました。 

CSCuc00547 Cisco TMS サーバが所属するドメインとは異なるが信頼できる Active Directory（AD）ドメインのユ
ーザが、AD 同期時に Cisco TMS ローカル ユーザ グループから削除される問題を解決しました。 

CSCui04173 ソフトウェア アップグレードをチェックする際に、Cisco TMS が NTLM 認証を使用して HTTP プ
ロキシに対して認証できない問題を解決しました。 

CSCuj25633 [帯域幅（Bandwidth）] が [会議の帯域幅（Conference Bandwidth）] に設定されている参加者テン
プレートのプロトコルを変更すると、スタック トレース エラーが発生する問題を解決しました。 

CSCui35048 
CSCui74631 

Cisco TMS が Active Directory（AD）グループを再帰的にインポートしない問題を解決しまし
た。これは、ユーザと電話帳ソースの両方のインポートで起きていました。 

CSCuh08527 
CSCug16589 

Cisco TMS の [ログアウト（Log Out）] アイコンをクリックすると、エラーが表示される問題を
解決しました。 

CSCua81744 Cisco TMS が HELO/EHLO メッセージで FQDN を送信しない問題を解決しました。今後は、
[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定
（Network Settings）] > [TMS サーバの完全修飾ホスト名（TMS Server Fully Qualified 
Hostname）] で指定される値が使用されます。 

CSCui745777 会議のタイトルに、æ、ø、å などの非 ASCII 文字が正しく表示されない問題を解決しました。 

CSCuj56225 課金コードのタイトルに、æ、ø、å などの非 ASCII 文字が正しく表示されない問題を解決しました。 

CSCui24677 Cisco TMS Web インターフェイスの右上隅からアクセスする、[検索（Search）] ページのシス
テムに関する [システム管理者（System Contact）] をクリック可能なリンクに変更しました。 

CSCui24708 [管理ツール（Administrative Tools）] > [ロケーション（Locations）] > [ISDN/IP ゾーン
（ISDN/IP Zones）] に [デフォルト ISDN/IP ゾーン（Default ISDN/IP Zone）] のカラムを追加し
ました。これにより、いくつかのゾーンのうち、どのゾーンがデフォルトで、削除してはいけない
かを明確にしています。 

CSCuj25622 Cisco TMS は、Internet Explorer で互換性表示または後方互換モードを有効にせずに動作するよう
になりました。 

 
14.3 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.3 で解決されました。 

 
予約とルーティング 

 

ID 説明 

CSCui50615 会議が正常に作成されたと判断されなかったため、TelePresence Conductor でスケジュールさ
れた会議に Cisco TMS がダイヤルアウト参加者を追加しない場合がある問題を解決しました。
ダイヤルインの参加者は参加できていました。 

CSCui57322 エイリアスがすぐに再利用された場合に、Cisco TMS が TelePresence Conductor でスケ
ジュールされた会議にダイヤルアウト参加者を追加できない問題を解決しました。 

CSCui24558 Cisco TMS でスケジュールされたいくつかの会議が TelePresence Conductor で正しく作成され
ず、TelePresence Conductor から参加者にダイアルアウトするよう Cisco TMS が要求しない問
題を解決しました。 
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CSCuh66269 予約の WebEx 部分が失敗した場合でも、MCU がテレプレゼンス参加者を 1 人だけ含む会議に
追加される問題を解決しました。 

CSCuh66292 Cisco TMS が MCU を選択した場合に、互換性のある MCU のみがカスケードされるようになりまし
た。ユーザが、互換性のない MCU を使用してカスケードを手動で作成しないようにしています。 

CSCug92256 Cisco TMSBA でスケジュールされた、1 つのエンドポイントと 1 つのコンテンツ サーバの会議に
ついて接続設定を表示しようとすると、Cisco TMS UI にエラーが表示される問題を解決しました。 

CSCug86538 一部のシナリオで参加者を追加する際に、既存のダイヤルイン参加者と一致しない新しいMCUポ
ートが選択される問題が解決されました。 

CSCuf45798 PIN は MCU を含むコールにのみ関連しているため、ポイントツーポイントの会議の予約確認で 
PIN コードを送信しなくなりました。 

CSCug21987 WebEx の追加が失敗した予約確認に、WebEx 会議の詳細が含まれる場合がある問題を解決し
ました。 

CSCtz53143 参加者がマスターになれない場合、[手動接続（Manual Connect）] を選択すると、接続タイプ
が自動的に [接続なし（No Connect）] に変更されるようになりました。 

CSCuh77452 タイムゾーンの違いにより、WebEx と Cisco TMS で一連の会議が異なる日に予約される可能性が
ある問題を解決しました。 

CSCue88554 Cisco TMS は、具体的に予約時に利用可能なストリーミングやコンテンツ チャネルのポートについ
て、MCU でチェックするようになりました。 

CSCug73952 [会議の一覧（List Conferences）] ページで今日の会議の一覧を表示する際に、UTC オフセッ
トが大きい場合、1 日余分に表示されてしまう問題を解決しました。 

CSCuc62054 セットアップ バッファ中にダイヤル インした参加者が切断される問題を解決しました。 

CSCtz21445 会議のマスター参加者が変更された場合に、会議の延長が失敗する問題を解決しました。 

CSCui24558 TelePresence Conductor でスケジュールされた一部の会議が Cisco TMS で正しく作成されず、結
果としてTelePresence Conductor が参加者にダイヤル アウトしないという問題を解決しました。
これは通常、TelePresence Conductor に高負荷がかかっている場合に発生していました。 

 

モニタリング（Monitoring） 
 

ID 説明 

CSCuh66222 1 人の参加者が選択されている場合に、会議制御センターでレイアウトのドロップダウンが非表示
になっている問題を解決しました。 

CSCud34671 マルチポイント コールについて会議制御センターでの DTMF トーンの編集に関する問題を解決し
ました。 

CSCue94376 監視されている会議の警告音が想定通り動作するようになりました。 

CSCuh72094 会議制御センターに一部の Unified CM に登録されているシステムに対して、欠落していたシステム 
タイプとアイコンが追加されました。 

CSCtr08909 会議の間に移動した参加者が、移動した後に元の会議から通知を受信する問題を解決しました。 

CSCue83453 ローカルで管理されている TelePresence Server へのメッセージで UTF-8 エンコーディングを
正しく宣言することで、非 ASCII 文字の表示に関する問題を解決しました。 

CSCuh66259 TelePresence Conductor による相互接続コール（SIP-H.323）の解決に関する問題を解決しました。 

識別子 説明 
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CSCuh99386 TelePresence Conductor を介してスケジュールを設定する際に、会議制御センターに重複する
会議エントリが表示される問題を解決しました。 

 

データベース 
 

ID 説明 

CSCuh16360 SQL エラーでデータベースのエクスポートとインポートに失敗する問題を解決しました。 

CSCuf93871 ログ テーブルの消去ジョブは、古いバージョンのデフォルトに関係なく、インストール/アップ
グレード時に 00:13 にスケジュールされるようになりました。 

CSCuh66317 以前のバージョンのデフォルトに関係なく、プロビジョニング拡張ユーザ インポート ジョブ
は、インストール/アップグレード時に 04:12 にスケジュールされるようになりました。 

CSCuf92526 特定のデータベース値が Null である場合、13.x からアップグレードすると、一部の Cisco TMS 
ページにアクセスするときにエラーが発生する問題を解決しました。 

 
システム管理 

 

ID 説明 

CSCuh66279 IP パスワードを使用した TANDBERG Classic エンドポイントの接続ステータスの、誤った表示
の問題を解決しました。 

CSCue92568 Cisco TMS に保存されている Polycom HDX エンドポイントのログイン情報が同期されなくなった
場合の、認証エラーの処理を修正しました。 

CSCue67212 TelePresence Server がクラスタ内でスレーブとして動作している場合は、TelePresence Server を
予約不可にして、[ナビゲータ（Navigator）] ではコアの詳細のみを表示するようにしました。 

CSCue80457 TANDBERG Classic のレガシー エンドポイントに対して SNMP コマンドが誤ってフォ
ーマットされ、これが原因で設定が更新されない問題を解決しました。 

CSCty54810 永続構成テンプレートを、Polycom エンドポイントに適用すると失敗する問題を解決しました。 

CSCug21218 安全な環境のエンドポイントに対して Cisco TMS からソフトウェア アップグレードを実行できな
い問題を解決しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCug56244 Cisco TMS が、特定バージョンの Cisco VCS のグローバル コール ID を読み取れないことに起因す
る Cisco TMSAE のレポートに関する問題を解決しました。 

CSCue03849 すべての Cisco TelePresence MCU の原因コードを追加し、不完全な CDR に関するいくつかの問
題を解決しました。 

CSCud61615 日本語で生成されたレポート PDF に関するフォントの問題を解決しました。 

識別子 説明 
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Cisco TMSBA（予約 API） 
 

ID 説明 

CSCug94489 セットアップおよびティアダウン バッファが有効になっていると、Cisco TMSBA を使用して作
成された予約の開始時刻と終了時刻が誤った時刻になる問題を解決しました。バッファは Cisco 
TMSBA によって無視されるようになりました。 

CSCuh66250 Cisco TMSBA は、WebEx 会議のパスワードを変更する場合を除き、Cisco TMS によって作成され
た WebEx 会議を変更するためのすべての要求を、通知なしで無視するようになりました。 

CSCuh72120 Cisco TMSBA SaveConference 機能に終了時刻の検証が追加されました。新しい会議は、終了
時刻が現在より先の日時に予定されている場合にのみ作成されます。 

CSCub55674 同じコンテンツ サーバ上で異なるレコーディング エイリアスを使用した同時予約が、Cisco 
TMSBA で許可されない問題を解決しました。 

 
その他 

 

ID 説明 

CSCue57675 デフォルト テンプレートの変更時に含まれるタグを確実にサポートするために、電子メール テ
ンプレートにタグ検証が追加されました。 

CSCue27719 カスタム ログイン バナーに、HTML タグが表示される問題を解決しました。 

CSCuh72106 WebEx サイトを変更して選択したサイトが利用できない場合の、応答時間が短縮されました。 

CSCud83843 フィードバック ログでコール ロギングをオフにし、エンドポイントからの切断を登録するよ
うになりました。変更を有効にするには、各エンドポイントで [強制管理設定（Enforce 
Management Settings）] を実行する必要があります。 

CSCuc00547 Active Directory との同期のたびに、信頼されたドメインのユーザが Cisco TMS ユーザグループか
ら削除されてしまう問題を解決しました。 

CSCuh83558 移行中にタイムゾーン移行ツールがクラッシュし、タイムゾーンの更新がキャンセルされる可
能性がある問題を解決しました。 

 
14.2.2 で解決された問題 

次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.2.2 で解決されました。 
 

ID 説明 

CSCuh09140 Cisco TMS Web インターフェイスを使用して単一の（非定例の）会議の開始時刻を変更す
ると、Cisco TMSBA がクライアントに誤った会議時刻を返す問題を解決しました。これが
原因で、Cisco TMSXE、Smart Scheduler（Cisco TMSPE）、その他の API クライアントの
会議室の空き/ビジー情報が Cisco TMS データベースと同期しませんでした。 

CSCuh24788 Cisco TMSPE Smart Scheduler で予約が許可されず、次のエラーメッセージが表示される問題
を解決しました。「An option key is required to use this feature. For more information, contact 
Cisco.」スマート スケジューラにはオプション キーは不要です。 
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14.2.1 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.2.1 で解決されました。 

ID 説明 

CSCug68465 
CSCug61584 

データベースのアップグレードが失敗する可能性のある 2 つの問題を解決しました。 

CSCug53694 状況によっては、Cisco TMSBA が削除された例外を含む一連の会議を誤って返してしまい、
Cisco TMSXE がその一連の会議を削除してしまうという問題を解決しました。 

 

14.2 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.2 で解決されました。 

 
[Booking] 

 

ID 説明 

CSCts02650 HTTPS が有効で、HTTP が無効になっている Cisco TelePresence MCU で会議を予約する速度が非
常に遅くなる可能性がある問題を解決しました。これは、Cisco TMS が HTTP で最初に MCU に接
続をしようとした際のタイムアウトが原因となっていました。 

CSCud49452 2 名以上のダイヤルイン参加者が含まれる既存の会議を編集し、1 人の参加者を削除した場合に
エラーが発生する問題を解決しました。これは、予約 API を使用して予約を編集する場合にの
み発生しました。 

CSCug18393 定例会議を作成した後で、最初の会議を除くいずれかの会議を編集して [定期実行間隔（Recurrence 
Interval）] を [なし（None）] に設定した場合でも、会議が定例として扱われる問題を解決しました。 

CSCud83501 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [レコーディング（Recording）] のリ
ストの最初に表示されていないレコーディング エイリアスで会議を予約した後、Cisco TMS で定
義されたデフォルトルートからルートを変更すると、その会議のレコーディングが無効になる問
題が解決されました。 

CSCud83494 録音を [録音なし（No Recording）] に設定している進行中の会議を編集すると、会議が切
断される可能性がある問題を解決しました。この問題は、予約中に Cisco TMS によって定
義されたデフォルトルートからルートが変更された場合に発生しました。 

CSCud71435 [予約（Booking）] > [会議の表示（View Conference）] > スケジュールされた定例会議を選択する 
> [接続設定（Connection Settings）] にエラーが表示され、ロードされない問題を解決しました。 

CSCud95569 予約権限のみを持つグループのメンバーであるユーザが、[予約（Booking）] > [新しい会議（New 
Conference）] > [参加者の追加（Add Participant）] をクリックすると、処理されない例外が発生
する問題を解決しました。 

CSCug18417 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] で会議を検索する際に、検索開始日を検
索終了日と同じ日に設定した場合、その日の会議が見つからないという問題が解決されました。 

CSCue09213 [会議の表示（View Conference）] ページに [記録 URL（Recording URL）] を再設置しました。 

CSCue08624 会議の作成後にセットアップ バッファを変更すると、接続時刻が午前 12:00 + セットアップ バ
ッファに変更される問題を解決しました。 

CSCug28928 参加者が 3 名の会議を予約し、外部 MCU を自動的に追加して会議をホストした後に、1 人の参
加者が削除された場合、会議はポイントツーポイントとして再ルーティングされているため MCU 
は必要ないにもかかわらず、MCU が引き続き使用される問題を解決しました。 

CSCud90734 定例会議の予約時に、日付ピッカーで日付を選択しても会議の数が更新されない問題が解決され
ました。 

CSCug18437 録音を含み参加者のいない会議の予約はできなくなりました。 
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CSCud72945 TelePresence Server で 6144 kbps でスケジュールされた会議が、1920 kbps で接続される問題
を解決しました。 

CSCuf06925 Cisco TMS は、割り当てが成功した場合にのみ参加者にダイヤルするようになりました。以前
は、割り当てが失敗した場合でも、Cisco TMS は参加者にダイヤルしていました。 

CSCua15627 カスケード時に Cisco TMS が多くの MCU を選択し過ぎていたり、ルートの作成に失敗したりする
問題が解決されました。 

CSCuh19000 次の場所から設定可能なセットアップとティアダウン バッファの最大値が、文書に記載されている
最大値の 30 分を反映していない問題を解決しました。 
[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [デフォルトのセットアップバッファ（Default Setup Buffer）] または [デフォル
トのティアダウンバッファ（Default Tear Down Buffer）] 

 

システム管理 
 

ID 説明 

CSCue22625 左側のペインですべてのシステムを選択し、右側のペインですべてのパラメータまたは SNMP 
設定を選択すると、[システム（Systems）] > [システムの概要（System Overview）] ページ
がクラッシュする問題を解決しました。クラッシュは [表示（View）] がクリックされた時に発
生していました。 

CSCue22723 Cisco TMS が、[サービス契約ステータス（Service Contract Status）] が[契約無し（No 
Contract）] のシステムを、将来の契約の有効期限があるとして表示する問題を解決しました。 

CSCue23402 [システム（Systems）] > [システムアップグレード（System Upgrade）] > [ソフトウェア マ
ネージャ（Software Manager）] で、Microsoft Internet Explorer を使用して有効なソフトウェ
ア パッケージをアップロードしようとすると、エラーが発生する問題を解決しました。 

この問題は、http://localhost/tms を使用して、サーバ上の Cisco TMS にアクセスした場合にのみ発
生していました。 

CSCud90922 Cisco TelePresence MCU でのアドホック コールの会議 ID で、先行ゼロのサポートが導入され
ました。 

CSCud95411 「空の」パスワードを使用していない場合に Cisco Unified CM に登録された EX シリーズのエ
ンドポイントを Cisco TMS に追加できない問題を解決しました。Cisco TMS は、エンドポイン
トそのものではなく、Unified CM からログイン情報を読み取るようになりました。 

CSCue78404 ソフトウェア アップグレード サービス URL を cisco.com を開くように変更しました。14.2 にアップ
グレードすると、[管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク
設定（Network Settings）] > [サービス URL（Service URL）] でこの機能が自動的に変更されます。 

CSCue45487 「admin」アカウントを使用しないと、Unified CM 管理システムを Cisco TMS に追加できない問題
を解決しました。 

CSCug18468 ワンボタン機能会議でのカレンダーのサポートを含む、ファイアウォール/NAT の背後にあるエン
ドポイントの管理に関するいくつかの問題を解決しました。 

CSCuf32756 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > TelePresence Server を選択 > [設定
（Settings）] > [拡張設定（Extended Settings）] &g ポート予約（Port Reservation）] 
は、MCU製品との一貫性を確保するために、[ポートをスケジュール参加者の数に制限する
（Limit Ports to Number of Scheduled Participants）] に変更しました。 

CSCty88233 Cisco TMS が TelePresence Servers のポート制限を設定していない問題を解決しました。これ
は、2.2 以降のソフトウェア バージョンを実行している TelePresence Server でのみサポートされ
ています。 

CSCue94672 データベース スキャナ サービスが管理対象システムを自動的に更新しない問題を解決しました。 

識別子 説明 

http://localhost/tms
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電話帳 

 

ID 説明 

CSCue28933 Cisco TMS プロビジョニングディレクトリ電話帳ソースで、ルートディレクトリを展開してプロ
ビジョニング ユーザを含むいずれのサブフォルダも表示できないという問題が解決されました。 

CSCue22884 TMS エンドポイントの電話帳ソースで検索すると、誤ったエントリ数が返される場合がある問題を
解決しました。 

 
モニタリング（Monitoring） 

 

ID 説明 

CSCug37698 一部の Java/ブラウザの組み合わせが非常に遅い、または会議制御センターを実行できない場合
がある問題を解決しました。 

CSCug28886 TelePresence Server のパスワードが空白の場合に、会議制御センター経由で TelePresence 
Server にホストされた会議の参加者にコマンドが送信され、失敗する問題を解決しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCud95025 Cisco TMS が Cisco TelePresence MCU 5300 シリーズ MCU からのフィードバックを解決できな
い問題を解決しました。この問題では、Cisco TMS が MCU によって報告された原因コードを認識
しなかった場合、コール詳細レコード（CDR）が作成されませんでした。 

CSCue00174 [予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] > [会議のレポート（Conference 
Report）] を介して PDF レポートを作成する際に、生成された PDF には空白のページが含まれ、
一部のデータが判読不能である問題が解決されました。 

CSCud78269 ログインしているユーザの言語が日本語の場合に CDR レポートを生成すると、レポートのタイト
ルに CISCO ではなく TANDBERG が含まれる問題を解決しました。 

 
タイム ゾーン 

 

ID 説明 

CSCud89551 Cisco TMS サーバがタイムゾーン GMT-5 などのタイムゾーンにあるときに、たとえばタイムゾ
ーン GMT+11 のユーザとして毎週の定例会議を作成すると、誤った日付で定例会議が保存され
てしまうという問題を解決しました。 

この問題は、定例の曜日を選択するときに、ユーザのタイムゾーンとサーバのタイムゾーンが別の
曜日であった場合にのみ発生しました。 

CSCuc48691 DST 変更後の日付に及ぶ定例会議の予約が、DST 変更後の日付に行われる会議の誤った時刻で 
Cisco TMS から Microsoft Exchange にレプリケートされ、予約可能なときにシステムが利用でき
ないように設定されてしまうという問題を解決しました。 

CSCtx61207 会議で特定のタイムゾーンが選択されている場合に、システムの予約状況が予約した日の前の
曜日または次の曜日について正しく表示されない問題を解決しました。 

CSCtz40911 サーバとユーザのタイムゾーンが異なり、どちらか一方のタイムゾーンが DST 変更にまたがっ
た場合に、定例会議が終日になる問題を解決しました。 

CSCug11549 Windows ユーザと異なるタイムゾーンで会議を予約すると、Microsoft Outlook の繰り返しツールで
誤った会議情報が表示される可能性がある問題を解決しました。 
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電子メール 

 

ID 説明 

CSCug11500 ICS カレンダーの添付ファイルで、Mac 上の Microsoft Outlook で [リマインダ（Reminder）] が
デフォルトで「無効」に設定される問題を解決しました。 

CSCue22710 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [電子メール テンプレートの
編集（Edit Email Templates）] > [フレーズ ファイル（Phrase File）] で、翻訳されていないフレ
ーズが英語で表示される代わりに空として表示される問題が解決されました。 

CSCug11515 件名またはメッセージ内で電子メールに中カッコ { } を使用すると、カッコまたはテキストがカ
ッコ内に表示されない問題を解決しました。 

CSCue22932 電子メールで [会議のタイプ（Conference Type）] セクションが欠落しているという、ワンボタン
機能会議の会議電子メールに影響する問題を解決しました。 

CSCua28976 確認電子メールの予約に添付されている VCal と ICS に関するタイムゾーンのいくつかの問題を
解決しました。 

CSCud83837 生成される電子メールで URI の会議 ID の後に MCU の名前が含まれる場合がある、予約用に作成
されたカスタム電子メール テンプレートに関する問題を解決しました。 

CSCtt07448 会議を予約したユーザが米国英語に設定されているにもかかわらず、予約確認電子メールがイギ
リス英語で受信される問題を解決しました。 

 
予約 API（Cisco TMSBA） 

現在の Cisco TMSBA はバージョン 11 です。予約 API のすべての変更は、Cisco TMSXE、Smart Scheduler、
Cisco TMSXN、お客様が開発した拡張機能などの API クライアントに影響する可能性があります。 

 

ID 説明 

CSCuc48691 タイムゾーンのサポートが欠落していることによる複数の問題を解決しました。実装の詳細に
ついては、「タイムゾーン対応 [p.36]」を参照してください。 

CSCug11371 キャッシングによって、API が会議の所有者に新しく変更されたプロファイル情報を適用しない
可能性がある問題を解決しました。会議を保存すると、会議の所有者のプロファイルの最新バ
ージョンが読み取られるようになりました。 

CSCue26369 API を使用して一連の定例会議を作成した際に、Cisco TMS が誤っていくつかのインスタンス
を永続化してしまい、後に Cisco TMS から一連を取得した際に最後のインスタンスが省略され
てしまうという問題を解決しました。 

CSCue30850 進行中の会議中に Cisco TMSBA を使用して参加者を追加または削除するときに、Cisco TMS 
が既存のコール ルートを消去しなくなりました。 

 
全般 

 

ID 説明 

CSCtx30758 Cisco TMS に重複するオプション キーが追加された場合に表示されるエラー メッセージが改善さ
れました。 

CSCue00035 特定のデータベース操作で例外が返された後に、TMSSNMPService がクラッシュする問題を解決
しました。 

CSCue13739 Cisco TMS プロビジョニング拡張機能ユーザがインポートされない Cisco TMS Analytics 
Extensio（Cisco TMSAE）での問題を解決しました。データベースは一貫性のない状態で、多
くのユーザが Cisco TMSAEの「User」の次元から抜け落ちていました。。Cisco TMSAE の
「user」の次元にあるデータを使用している場合は、シスコに問い合わせてデータベース クリ
ーンアップ スクリプトを取得する必要があります。 
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CSCug11344 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] > [新しい会議用自動生成パスワード（Auto Generate Password on New 
Conferences）] が [はい（Yes）] に設定されている場合、Cisco TMS は、0 ～ 999 の間の 1 ～ 
3 文字のパスワードを誤って生成するのではなく、000 ～ 999 の間の 3 文字のパスワードを 
生成するようになりました。 

CSCug11311 Cisco TMS サービスの 1 つが開始しなかった場合に、インストーラがハングする可能性がある 
Cisco TMS のアップグレードに関する問題を解決しました。 

CSCue02749 TMS ツール インターフェイスでは成功したように見えるが、Cisco TMSPE のパスワードを TMS 
ツールから更新するのに失敗する問題を解決しました。 

CSCuf79069 
CSCug27660 

Cisco TMS がアドホック コールを切断するいくつかの問題を解決しました。 

 

14.1.1 で解決された問題 

次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.1.1 で解決されました。 
 

ID 説明 

CSCud86151 
CSCud88001 

Cisco TMS で会議のスケジュールを設定したり、既存の予約を編集したりできない問題を解決
しました。 

CSCud88003 URL のファイルを使用してファイル ベースの電話帳タイプの電話帳ソースを作成できない問題を
解決しました。 

CSCud88006 ログイン情報を必要とする電話帳ソースを作成して保存した後で, パスワード フィールドにデ
ータが入っていない問題を解決しました。この問題は、最初の試行で送信元への接続に失敗し
たと表示される原因でした。 

 
14.1 で解決された問題 

次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.1 で解決されました。 
 

[Booking] 
 

ID 説明 

CSCua57784 電話帳から追加した参加者を含むワンボタン機能会議が失敗する問題を解決しました。 

CSCud07712 予約が [予約のみ（Reservation Only）] である場合でも、Cisco TMS が MCU タイプのシステム
上のすべてのポートを予約してしまう問題を解決しました 。 

この問題は、ユーザが既存の予約を編集し、MCU を除くすべての参加者を削除した場合に発
生しました。 

CSCtz48797 予約タイプが [手動接続（Manual Connect）] に設定されている場合に、パスワードで保護さ
れた会議の会議パスワードが保存されない問題を解決しました。 

CSCud07690 [新しい会議（New Conference）] および [会議の編集（Edit Conference）] ページの外部ダ
イヤル イン参加者に対して機能していない [詳細（Details）] リンクを削除しました。 

名前と方向を表示するツールチップが追加されました。 

識別子 説明 
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CSCtx51962 
 

[予約（Booking）] > [会議の一覧（List Conferences）] で会議の編集をキャンセルすると、会議の
開始時刻と終了時刻が変更されてしまう問題を解決しました。[会議の一覧（List Conferences）] ペ
ージに再度アクセスすると、会議の開始時刻と終了時刻はしく表示されていました。 

CSCua18048 Microsoft Outlook で他の値を設定しようとすると、Microsoft Outlook から Cisco TMSXE を介し
て作成された会議が、デフォルトで 64k の帯域幅に設定される問題を解決しました。 

CSCua77446 参加者テンプレートをスケジューリングすると、[予約（Booking）] > [新しい会議（New 
Conference）] > [参加者の追加（Add Participants）] ボタン > [テンプレート
（Template）] タブで、すべての参加者テンプレートがスケジュールされているように見え
る問題が解決されました。 

この問題は、Cisco TMS によって管理されていないシステムで発生しました。 
CSCua23453 すでに予約済みのシステムが使用可能として表示される問題を解決しました。これは、新しい日付

が UTC では開始され、Cisco TMS のタイムゾーンでは開始されていない場合に発生しました。 

CSCtx73847 「ルーム」タイプのシステムを 1 つ以上含む Cisco TMS の OBTP 会議のスケジュール設定を行っ
た場合、Cisco TMS ルーティング ロジックが接続を設定できない問題を解決しました。 

CSCud07423 一連の定例から会議を削除する場合、オプションを選択せずにユーザが [OK] をクリックするこ
とができました。今後は、[選択された会議を削除（Delete the selected occurrence）] オプショ
ンが事前に選択されるようになりました。 

CSCtt27466 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [会議設定（Conference 
Settings）] で [デフォルトで会議をセキュアに設定する（Set Conferences as Secure by 
Default）] を [はい（Yes）] に設定しても、Cisco TMS Scheduler でセキュアな会議がデフォル
トで有効にならない問題を解決しました。 

CSCud10011 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] で、[参加者の追加（Add 
participant）] ボタンをクリックして会議に MCU を追加した後、[MCU] タブに MCU の正しい
ステータスが表示されない問題を解決しました。 

CSCub19010 [管理ツール（Administrative Tools）] > [会議設定（Conference Settings）] > [会議作成オプ
ション（Conference Create Options）] > [デフォルトで会議をセキュアに設定する（Set 
Conferences as Secure by Default）] が [可能な場合（If Possible）] または [はい（Yes）] に
設定されている場合に、TC/TE ソフトウェアを実行しているエンドポイントまたは MXP エンド
ポイントとの会議をスケジュール設定すると、特定の状況下で Cisco TMS が誤って構成を変更
してしまう問題を解決しました。 

CSCuc88037 アドホック会議でメインの参加者（ホストまたは MCU）を削除できてしまう問題を解決しま
した。これが原因でコールが切断されることがありました。 

CSCtr32362 Cisco TMS で午前 0 時に予約された会議が、Microsoft Exchange で前日に複製される場合があ
る問題を解決しました。 

 

システム管理 
 

ID 説明 

CSCuc65075 VCS の IP アドレスを使用して Cisco VCS を追加しようとすると、Cisco TMS が表示する警
告を削除しました。Cisco TMSPE でプロビジョニングが改善されたため、この警告に対する
必要性はなくなりました。 

CSCtx12293 システムのアップグレードに Cisco TMS で予想されたよりも時間がかかったことにより、
Cisco TMS がアップグレードに失敗したと報告する問題を解決しました。この問題は、TC 
および TE ソフトウェア バージョン 6 以前を実行しているシステムで起こりました。 

CSCud16380 SNMP を使用してシステムを追加する場合、最初の [強制的に更新（Force Refresh）] によって
すべてのシステム機能が追加されるとは限らない問題を解決しました 。 

識別子 説明 
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CSCud07392 [システムアップグレード（System Upgrade）] で、[アップグレード モード（Upgrade 
Mode）]に [基本（Basic）] が選択された場合に、.pkg ファイルと .zip ファイルの両方が表示さ
れる問題を解決しました。.zip ファイルの追加は、ここでは無効なオプションです。 

CSCua25689 HTTPS のみが有効な Cisco TelePresence MCU の追加に失敗する問題を解決しました。 

CSCud21809 デュアル スタック ネットワーク上の Cisco TelePresence MCU を Cisco TMS に 2 回追加でき
てしまう問題を解決しました。 

CSCuc88048 Cisco VCS または Cisco TelePresence Conductor を追加するときに、Cisco TMS が管理者
にユーザ名の指定を許可しない問題を解決しました。デフォルトの「admin」アカウントが
無効になっている場合にこの問題が発生しました。 

CSCuc88015 アクセス可能な VCS をクラスタから削除できない問題を解決しました。 

CSCtr32285 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [設定（Settings）] 
タブ > [永続設定（Persistent Settings）] で、[システム（Systems）] > [ダイヤル計画の管理
（Manage Dial Plan）] を使用して SIP URI が設定されているにもかかわらず、[SIP URI] フィ
ールドが空になっている問題を解決しました。 

CSCty20327 [システム概要（Systems Overview）] ページからすべてのシステムのオプション キーの値を
エクスポートすると、データが XML として表示される問題を解決しました。 

CSCud07618 Cisco TMS で Cisco Unified CM の追加が複数回許可されている問題を解決しました。 
CSCud10019 Cisco TMS にシステムを追加するときに、[IPV6] または ipv6 アドレス（角カッコでの囲み有

り、またはなし）が別のエントリとして扱われる問題を解決しました。 

CSCty90084 Cisco TelePresence MCU にコールが残っていない場合に、Cisco TMS が Cisco TelePresence 
MCU のステータスを [通話中（In Call）] と誤って表示する問題を解決しました。 

CSCtx03704 通話中に Cisco TelePresence MCU および Cisco TelePresence Server で、[システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システム ステータス（System Status）] が正し
く [アイドル（Idle）] と表示されない問題が解決されました。 

CSCud07379 [システム ナビゲータ（System Navigator）] で Cisco Unified CM を表示する際に、Cisco TMS 
によって表示された 「an unexpected error has occurred」のメッセージが改善されました。こ
の問題は、最後の段階で Cisco TMS から Cisco Unified CM への要求が多すぎて、Cisco Unified 
CM が接続を拒否した場合に発生していました。 

CSCud07411 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で Cisco VCS の登録ポリシーが誤ってい
る問題を解決しました。これは常に不明として一覧表示されていました。 

CSCua84377 Cisco Unified CM によってプロビジョニングされたシステムのシステム名が、[システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] で編集可能として表示される問題を解決しました。 

Cisco Unified CM でプロビジョニングされたシステムのシステム名の変更は、Cisco Unified CM か
ら行う必要があります。 

CSCud07698 Cisco TMS が [システム（Systems）] > 
[ナビゲータ（Navigator）] で誤った警告を表示することがある問題を解決しました。Cisco TMS 
は、Cisco TelePresence MCU に対して IPv6 フィードバック レシーバ URL を正しく比較してい
ませんでした。 

 

電話帳 
 

ID 説明 

CSCub86648 
CSCub86700 

ソース名に「\」や「"」などの非標準文字が含まれている場合、電話帳ソースを同期できない問題
を解決しました。プロビジョニング拡張エラーが発生しました。 

識別子 説明 
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CSCud07646 プロビジョニングが有効になっていない場合でも、電話帳の同期のプロビジョニングが原因で電
話帳の同期が失敗する場合がある問題を解決しました。[電話帳ソース アクティビティ ステータ
ス（Phone Book Source Activity Status）] で、「A phone book connected to the source {0} is 
currently undergoing internal maintenance.」というエラー メッセージが表示されるか、電子メー
ルが再送されていました。このエラーにより、他の電話帳ジョブの実行も妨げられていました。 

CSCud07492 [電話帳ソースの管理（Manage Phone Book Sources）] > [手動リスト（Manual List）] ソース 
> [連絡先の表示/編集（View/Edit Contacts）] タブの表示が、表示するように設定されている
連絡先の半分しか表示しない問題を解決しました。 

CSCua00704 EX60 および EX90 システムの電話帳で、O’Neill などの「“」、「‘」または「–」を含む名前を電話
帳で検索しても検索結果が出ない問題を解決しました。 

 

モニタリング（Monitoring） 
 

ID 説明 

CSCub67739 参加者の 1 人がファイル ベースの電話帳から削除されている場合に、会議制御センターが会議を
ロードしない問題を解決しました。 

CSCuc65141 Cisco TelePresence Server（TS）を含む Cisco TMS でマルチポイント会議のスケジュールを
設定する場合、TelePresence Server で [フロアの設定（Set Floor）] の機能がサポートされて
いないにもかかわらず、この機能が使用可能として表示される問題を解決しました。 

CSCtx66027 会議制御センターの [削除（Remove）] オプションを使用して、マルチポイント コールから参
加者を削除できない問題を解決しました。 

CSCtv21740 会議制御センターの日付フィールドに、Cisco TMS ユーザに対して設定されたタイムゾーンで
はなく、サーバのタイムゾーンの日付が表示される問題を解決しました。 

CSCuc65062 管理者が会議制御センターの参加者を手動でミュートした場合に、イベント ログに不正に
「Error: No incoming video from participant: (system name)」と表示される問題を解決しました。 

CSCts02684 問題が解決済みにもかかわらず、会議制御センターでアラームが正しく消去されていない問題
を解決しました。 

CSCtx27847 会議名にある「&」が、会議制御センターの Cisco TelePresence MCU 会議のスナップショットを
破損する問題を解決しました。 

 
レポート 

 

ID 説明 

CSCud07720 Cisco TMS が Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 または Cisco TelePresence ISDN 
Gateway から起動イベントをログに記録しない問題を解決しました。 

CSCtr32354 特定の UTF-8 文字（たとえば、æ、ø、å、#、&）を含む課金コードの詳細データ レコードを表
示しようとすると、Cisco TMS が [レポート（Reporting）] > [課金コードの統計（Billing Code 
Statistics）] でエラーを表示する問題を解決しました。 

CSCud07585 MCU の再起動時に Cisco TelePresence MCU のブート イベントが Cisco TMS に表示されな
い問題を解決しました。今後は起動イベントが Cisco TMS にすぐに表示されますが、MCU が
まだリブートの理由を報告できない場合は、Cisco TMS には理由は表示されません。 

識別子 説明 
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CSCty13851 数日間に渡る会議に対して、Cisco TMS から「Conference ends in 5 minutes」という誤った
メッセージが送信される問題を解決しました。 

CSCtw61036 ネットワーク接続が失われた場合に、Cisco TMS が Cisco VCS システムに対して「応答なし
（Lost Response）」のトラップ ログ イベントを生成しない問題を解決しました。 

CSCud07502 [レポート（Reporting）] ページで、日付ピッカーと日付の入力フィールドで一貫性のない日付
フォーマットが使用される問題を解決しました。日付ピッカーでは米国の日付形式（月/日付）
が使用され、日付入力フィールドでは欧州の日付形式（日付/月）が使用されていました。 

CSCty67470 ゲートウェイの CDR を表示すると、SQL タイムアウト エラーが発生する問題を解決しました。 
 

予約 API（Cisco TMSBA） 
 

ID 説明 

CSCud16387 GetDefaultConference メソッドに IP 帯域幅要素または ISDN 帯域要素が含まれない問題を解決し
ました。 

この問題は、クライアントが API バージョン 3 以降を指定した場合にのみ発生しました。 

CSCud07675 オプション キーがインストールされていない場合に、誤解を招くエラー メッセージが表示され
る問題を解決しました。エラー メッセージには「There are no Application Integration options 
installed」と表示されていました。 

CSCuc01451 
CSCtx29637 

ParticipantCallType Directory（ディレクトリ） のサポートが実装され、電話帳のエントリを参
加者として使用できるようになりました。 

CSCtz01880 Microsoft Outlook（Cisco TMSXE 経由）と IBM Lotus Notes（Cisco TMSXN 経由）のすべての
予約で、適切なライセンスがあるにもかかわらず、「You do not have enough licenses to book 
this conference」というエラーが表示される問題を解決しました。予約は Cisco TMS に表示さ
れませんでした。 

CSCud07475 予約 API（Cisco TMSBA の関数 GetConferencesForUser）を使用して会議を予約する際に、 
Cisco TMS が 1 日分日数を多く返していた問題を解決しました。 

 
TMS ツール 

 

ID 説明 

CSCuc65089 TMS Tools で、Cisco TMSPE を使用しない導入での Cisco TMSPE データベース接続の設定が、
設定可能になっている問題を解決しました。 

CSCuc65094 TMS ツールで、Cisco TMSPE Windows 認証ログイン情報を編集後に検証できない問題を解決し
ました。 

 
全般 

 

ID 説明 

CSCua60214 Cisco TMS サーバで FIPS モードが有効になっているときに、サードパーティ製のカレンダー ドロッ
プダウン コンポーネントに「ライセンス無し」のメッセージが表示される問題を解決しました。 

CSCtx39000 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > システムを選択 > [設定（Settings）] 
タブ > [タイムゾーン（Time Zone）] フィールドで、ロシアのタイムゾーンが正しく表示され
ない問題を修正しました。 

識別子 説明 
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CSCud07681 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] > [ログ消去計画（Purge Log Plan）] で、Cisco TMS が [データを保管する日
数（Number of Days To Keep Data）] の設定に従わない問題を解決しました。 

CSCud07608 確認メッセージに古い製品への参照を含んだメッセージが表示される問題を解決しました。 

CSCud07407 暗号化された Cisco VCS パスワードが Cisco TMS で検証できない場合、[システム（Systems）] 
> [ナビゲータ（Navigator）] の [設定の比較（Compare Settings）] タブにエラーが表示されな
くなりました。パスワードが強調表示され、エラーは表示されません。 

CSCud07636 ICANNの規則に準拠した電子メールアドレスの検証を改善し、トップ レベル ドメインには制限
がなく、国際文字を含むこともできるようになりました。 

CSCud10033 Cisco TMS が既存のユーザの Active Directory ルックアップを実行できない問題を解決しま
した。この問題は、[ネットワーク設定（Network Settings）] の [Active Directory からの
ユーザ情報のルックアップ（Lookup User Information from Active Directory）] が有効
で、[GC サーバまたは AD フォレストの DNS 名（GC server or AD forest DNS name）] 
フィールドが空の場合に発生しました。 

CSCud07261 IPv4 が無効になっている IPv6 環境でのインストール中に、Cisco TMS のインストーラが 
IPv6 アドレスを自動的に入力しない問題を解決しました。 

CSCud07268 [全般設定（General Settings）] > [オプション キー（Option Keys）] にある Cisco 
TMSPE のオプション キーを 「Cisco TMSプロビジョニング拡張機能（Cisco TMS 
Provisioning Extension）」に変更しました。 

CSCuc65118 Cisco IP Video Phone E20 用の Cisco TMS の SIP サーバ タイプのリストを更新しました。 

4.1.x ソフトウェアでは、Standard/Alcatel/Avaya/Cisco/Microsoft/Nortel/Broadsoft を有
効なタイプとして使用できます。 

CSCua28639 カスケードされた会議テンプレート内の参加者の誤った割り振りに関する問題を解決しました。
[分散なし（No Distribution）] のルーティングで会議テンプレートを作成し、その後、[ベスト イ
ンプレッション（Best Impression）] ルーティングでカスケードを必要とする別の会議テンプレ
ートを作成した場合、2 つ目の会議ステンプレートの各 MCU に割り振られた参加者数が正しく
ありませんでした。 

CSCtx29067 [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > MCU を選択 > [設定（Settings）] > 
[拡張設定（Extended Settings）] > [ISDNゲートウェイDID第1番号（ISDN Gateway DID First 
Number）] で、任意の桁から始まる 10 桁の ISDN ベース番号を使用できるようになりました。 

CSCtr32338 MCU と TelePresence Server について、[システム（Systems）] > [ナビゲータ
（Navigator）] > [拡張設定（Extended Settings）] > [最初の会議 ID（First Meeting ID）] 
の文字数制限が 19 に増加しました。先行ゼロはサポートされています。 

CSCuc88003 [システム（Systems）] > [構成テンプレート（Configuration Templates）] > [構成テ
ンプレート（Configuration Templates）] > [詳細設定の選択（Select Advanced 
Settings）] で、Cisco TMS が検索を処理できない問題を解決しました。 

CSCub31632 Cisco TMS がテキスト ファイルから課金コードをインポートできない問題を解決しました。 

CSCty74386 最初の参加者として電話帳エントリを追加した後にダイヤルアウト番号を追加すると、電話帳エント
が他の参加者のアドレスをすべて置き換えてしまうという TMS スケジューラの問題を解決しました。 

CSCud39079 Cisco TMS によるデータベースのデッドロック処理が改善されました。 

識別子 説明 
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14.0 で解決された問題 
次の問題は、以前のリリースで見つかりましたが、14.0 で解決されました。 

予約 
 

ID 説明 

CSCua62217 Cisco TMS で管理されていない参加者（ダイヤルイン、ダイヤルアウト、電話帳のエントリ、ユ
ーザ）をワンボタン機能会議に追加するときに、log-web.txt ログにエラーが表示される場合があ
る問題を解決しました。 

CSCty98098 Cisco TMS で管理されていない少なくとも 1 名の参加者（ダイヤルイン、ダイヤルアウト、電
話帳のエントリ、ユーザ）が含まれるワンボタン機能会議の予約時に、確認電子メールが受信さ
れない問題を解決しました。 

CSCty94156 MCU で H323 が無効になっている場合に、Cisco TMS の MCU でスケジュールされた SIP 会議
が SIP として登録されない問題を解決しました。 

これは、SIP 登録が H323 MCU プレフィックスの設定に依存していたため、MCU で H323 が
オフになっている場合に失敗する場合があったためです。 

CSCtx64185 Cisco TMS が、MCU で保存された予約でリソースを消費しているとして SIP 参加者を登録しないた
め、後続の予約で MCU 上の SIP 参加者をオーバーブッキングできてしまう問題を解決しました。 

CSCua26100 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [定例会議の設定（Recurrence 
Settings）] で、 [定例会議の設定（Recurrence Settings）] のポップアップ ウィンドウにカレン
ダーが表示されないことがある問題を解決しました。 

CSCua60010 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [参加者の追加（Add participants）] > 
MCU と参加者を追加 > OK > [MCU 設定（MCU Settings）] タブにあるフィールドは、ログイン
している Cisco TMS ユーザが選択した言語で表示されるようになりました。 

以前は、Cisco TMS で選択したユーザ言語に関係なく、常に英語で使用されていました。 

CSCty32654 参加者が参加している一連の定例会議の開始日を過去の日付に変更した場合、システムを二重予約
できてしまう問題を解決しました。 

 
モニタリング 

 

ID 説明 

CSCua60141 スケジュールされたワンボタン機能会議から参加者を削除した場合に、その参加者の会議のカ
レンダーが更新されず、会議から削除されたことが通知されない問題を解決しました。 

 
システム管理 

 

ID 説明 

CSCtz83514 Cisco Unified CM に登録されている Cisco TelePresence MX300、Profile 55、および SX20 システ
ムを、Cisco TMS に追加できない問題を解決しました。 

CSCua52567 Cisco TMS は、プロビジョニング されたシステム用のソフトウェアとリリース キーをダウンロー
ドするようになりました。 

CSCua52587 Cisco TMS の Cisco VCS に管理設定を適用すると、Cisco VCS に設定されている外部マネー
ジャのアドレスが、Cisco TMS の FQDN から Cisco TMS の IP アドレスに変更される問題を解
決しました。 
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解決済みの問題 
 

 
 

 
 

 
 

CSCua65556 インストール プロセスでデフォルト ゾーンを最初に作成した後、[管理ツール（Administrative 
Tools）] > [全般設定（General Settings）] > [デフォルト ISDN/IP ゾーン（Default ISDN/IP 
Zone）] で、デフォルトの ISDN または IP ゾーンの値が「なし（None）」に設定されている
と、Cisco TMS にシステムを追加できない問題を解決しました。この場合、「System not 
found!」エラーが発生しました。 

CSCua26092 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定
（Network Settings）] > [ネットワークの一般設定（General Network Settings）] で、ソフトウ
ェア パッケージをダウンロードできる URL を変更すると、[システム（Systems）] > [システム
アップグレード（System Upgrade）] > [ソフトウェア マネージャ（Software Manager）] ペー
ジにアクセスしたときに、スタック トレース エラーが発生することがある問題を解決しました。 

これは、Cisco TMS が実行されている IIS ユーザに、指定されたフォルダへのアクセス件がない場
合に発生していました。 

今後は有効なエラー メッセージが表示されます。 
CSCua26087 [SNMP コミュニティ名の取得（SNMP Get Community Name）] フィールドの設定をサポートし

ていない Cisco Unified CM や Cisco TelePresence Server などのシステムについては、[システム
（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] > [システムを選択（Select a system）] 
> [接続（Connection）] タブからこのフィールドを削除しました。 

CSCua59944 名前のないシステムにシステム名が表示されない問題を解決しました。この問題は、[システム
（Systems）] > [イベント通知マネージャ（Event Notification Manager）] > [名前（Name）] 
カラムでアカウントを編集で発生しました。[システムの選択（Select Systems）] 列で [名前な
し（No Name）] のシステムを選択し、[イベント タイプの選択（Select Event Types）] 列で
イベント タイプを選択してから、矢印をクリックして [保存されているイベント通知（Stored 
Event Notifications）] 列に移動し [保存（Save）] をクリックします。[システム（Systems）] 
> [イベント通知マネージャ（Event Notification Manager）] で同じアカウントが表示されま
す。システム名の [システム（System）] 列には何も表示されません。 

CSCtr25908 TC および TE ソフトウェアを実行しているエンドポイントと Cisco VCS で、[システム
（Systems）] > [システム概要（System Overview）] > [システム（Systems）] フォルダ リス
トからシステムを、また [システム パラメータ（System Parameters）] リストから [SNMP の
設定（SNMP Settings）] を選択 > [表示（View）] > [SNMP ポート（SNMP port）] 列をクリ
ックすると、SNMP ポートが 161 ではなく 0 と表示される問題を解決しました。 

これは Cisco TMS でハードコードされた値で、システムそのものから読み取られません。 
 

電話帳 
 

ID 説明 

CSCua67525 Active Directory または H.350 電話帳ソースにある [連絡先の表示（View Contacts）] タブで検
索するときに、誤ったデータが返される可能性がある問題を解決しました。 

CSCua60451 連絡先情報のない電話帳の連絡先が多数ある場合、タイムアウトによる例外で、手動による 1 
つの連絡先の削除に失敗することがある問題を解決しました。 

CSCua59896 非常に大きな電話帳の同期が、タイム アウトによる例外で失敗する可能性がある問題を解決しました。 

CSCua59975 SQL データベースのタイム アウトにより、Cisco TMS GUI から非常に大きな電話帳を削除でき
ない問題を解決しました。 

CSCua59911 [予約（Booking）] > [新しい会議（New Conference）] > [参加者の追加（Add Participant）] > 
[電話帳（Phone Books）] タブ、および [電話帳（Phone Books）] > [電話帳の管理（Manage 
Phone Books）] > 非常に大きな電話帳を選択 > [連絡先の表示（View Contacts）] タブにアクセ
スする際の、GUI のパフォーマンスを改善しました。 

電話帳に何千もの連絡先が含まれている場合、これらのページの読み込み速度が非常に遅くなって
いました。 

識別子 説明 
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解決済みの問題 
 

 
 

 
 
レポート 

 

ID 説明 

CSCua26084 [使用率（Utilization）] オプションが、[レポート（Reporting）] > [詳しい通話記録（Call 
Detail Record）] > [ゲートキーパーおよび VCS（Gatekeeper and VCS）] > [クエリ
（Query）] > [計算単位（Calculate By）] フィールドから削除されました。 

これらの製品の使用率では CDR を計算することはできません。 
 
インストール 

 

ID 説明 

CSCua65350 Cisco TMS のインストール中に、[HTTPS 有効ウィザード（HTTPS Enable Wizard）] がインスト
ーラ ウィンドウの後ろに隠れてしまい、ユーザにインストーラがハングアップしたと思われてし
まう問題を解決しました。[HTTPS 有効ウィザード] は常にインストーラの上に表示されるように
なりました。 

CSCua65522 TMS の選択が解除され、Cisco TMS のカスタム インストール中にデータベースのみがインストー
ルされた場合、インストール中にエラーが表示される問題を解決しました。 

CSCua60164 サポートされていない Windows 2003 64 ビット オペレーティング システムへのインストールが試行
された場合、Cisco TMS インストーラで適切なエラー メッセージが表示されるようになりました。 

 
予約 API 

 

ID 説明 

CSCua65538 予約 API で、GetDefaultConference が正しくバージョン管理されていない問題を解決しました。 

CSCtr37992 予約 API を通じて会議が更新された場合に、OBTP 会議のマスター参加者が正しく更新されな
い問題を解決しました。 

 
全般 

 

ID 説明 

CSCua65316 権限が不十分な状態で実行されているときに HTTPS 有効ウィザードがクラッシュする問題を解決
しました。 

ツールが管理者権限を持つユーザが実行していない場合は、メッセージが表示されるようになりま
した。 

CSCty46186 Active Directory グループからユーザーを削除しても、[管理ツール（Administrative Tools）] > 
[ユーザ管理（User Administration）] > [グループ（Groups）] > [AD からグループを更新
（Update Groups From AD）] または [管理ツール（Administrative Tools）] > [ユーザ管理
（User Administration）] > [ユーザ（Users）] > [すべてのユーザを AD と同期（Synchronize 
all users with AD）] をクリックした際に、そのユーザーが Cisco TMS から削除されていない
という問題を解決しました。 

CSCty90987 Cisco VCS アラームまたは警告から生成されたチケットが、Cisco VCS で問題が修正または確認
された後、Cisco TMS で正しくクリアされない問題を解決しました。 

CSCua26063 Cisco TMS が Cisco Unified CM または Cisco CTS システムと通信できなかった場合に、 
応答なし（Lost Response）イベントが生成されない問題を解決しました。 

通信が失われた場合は、イベントが生成されるようになりました。 
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未解決の問題 
 

 
 

 
 

 
 

CSCua26066 Cisco TMS が Cisco Unified CM または Cisco CTS システムと通信できなかったときに [TMS の
接続エラー（TMS Connection Error）] チケットが生成されない問題を解決しました。 

通信が失われた場合は、チケットが生成されるようになりました。 

CSCua60189 [管理ツール（Administrative Tools）] > [構成（Configuration）] > [メール設定（Mail 
settings）] で SMTP サーバを変更した場合に、Cisco TMS が使用する電子メール サーバが正し
く更新されない問題を解決しました。 

これは、Cisco TMS が新しいサーバのユーザ名とパスワードで古いサーバを使用しようとするキャ
ッシングの問題が原因です。 

CSCua60131 [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS サーバ メンテナンス（TMS Server 
Maintenance）] > [TMS の診断（TMS Diagnostics）] > [ログファイルのダウンロード
（Download Log Files）] をクリックするとダウンロードされるログに、event-stats.txt、log-
TMSAgent-console.txt、および phonebook-stats.txt が追加されました。 

CSCtw61027 SMTP サーバ通信に 25 以外のポートを使用するオプションが追加されました。 

[管理ツール（Administrative Tools）] > [構成（Configuration）] > [メール設定（Mail 
settings）] > [SMTP サーバ（SMTP Server）] で、SMTP サーバ名の後に :<ポート番号> を追
加できるようになりました。 

CSCtr90501 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定
（Network Settings）] > [イベント通知（Event Notification）] > [システムおよびネット
ワークの通知を受信する電子メール アドレス（E-mail Addresses to Receive System and 
Network Notifications）] で複数の電子メール アドレスを入力した場合に、イベント通知メ
ールが受信されない問題を解決しました。 

 

目次 
 

未解決の問題 
このリリースの未解決の問題に関する最新情報については、以下のリンクを参照してください。 
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=*&pf=prdNm&pfVal=283688292&rls=14.6.2&sb=anfr&srtBy 

 

=byRel&bt=empCustV 

Cisco Bug Search Tool にログインした後にブラウザの表示を更新する必要があります。 
 

制限事項 
 

機能 制限事項 

サポートされるタイムゾ
ーン 

 Cisco TMS サーバのタイムゾーンを変更することはできません。 

 DST の日付やタイム ゾーンのリージョンの変更など、国際タイムゾーンの修
正は、Microsoft Windows の更新プログラムによって Cisco TMS サーバと 
Cisco TMS で自動的に更新されます。Cisco TelePresence TE または TC ソフ
トウェアを実行しているエンドポイントについても同じです。これらのエンド
ポイントには、手動で定義されたタイム ゾーンのリストがあるため、DST 日
付またはタイムゾーン リージョンの変更は反映されません。これにより、直
接管理されているエンドポイントでタイムゾーンの不一致エラーが発生する可
能性があります。スケジューリングは影響を受けませんが、Cisco TMS はタ
イムゾーン データの読み取り/書き込みに失敗する可能性があります。 

識別子 説明 

https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=%2A&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6.2&amp;sb=anfr&amp;srtBy=byRel&amp;bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=%2A&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6.2&amp;sb=anfr&amp;srtBy=byRel&amp;bt=empCustV
https://tools.cisco.com/bugsearch/search?kw=%2A&amp;pf=prdNm&amp;pfVal=283688292&amp;rls=14.6.2&amp;sb=anfr&amp;srtBy=byRel&amp;bt=empCustV
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TelePresence Conductor の
スケジューリング 

TelePresence Conductor は、会議と会議の間でリソースを解放するまでに最大 
30 秒待機する場合があります。そのため、参加者が会議への参加と退席を繰り
返すと、連続する会議の着信や発信が拒否されたり、使用率が急上昇したりする
可能性があります。バグツールキットの識別子: CSCuf34880。 

この制限は、予定されている TelePresence Conductor および Cisco TMS のリリ
ースで対処されます。 

「TelePresence Conductor のスケジュール設定の改善 [p.26]」も参照してください。 

TelePresence Conductor の
スケジューリング 

Cisco TMS では、複数の TelePresence Conductor クラスタ ノードはサポートされ
ていません。 

TelePresence Conductor の
スケジューリング 

Cisco TMSPE によって生成されたコラボレーション会議室のスケジュールはサ
ポートされていません。 

TSP の音声と会議の拡張 WebEx によって 2 つの会議が同じ TSP 音声番号に割り当てられている場合は、
Cisco TMS はそのことを認識せずに会議を拡張するかどうかを決定します。それ
により、 2 つの会議で音声参加者が同じになる可能性があります。 

モニタリングとレポート  FindMe と Multiway を使用した会議では、会議制御センターとレポートで重複
が発生する可能性があります。 

 参加者が保留になっているか、または転送された会議は、会議制御セ
ンターとレポートで重複が発生する可能性があります。 

 会議制御センターとグラフィカル モニタは、Google Chrome バージョン 42 
以上では Netscape プラグイン アプリケーション プログラミング インターフ
ェイス（NPAPI）をサポートしていないため、動作しません。今後のリリース
で Netscape プラグイン アプリケーション プログラミング インターフェイス
（NPAPI）のサポートが完全に削除されるまでは、次の手順を実行して 
Google Chrome での会議制御センターとグラフィカル モニタの起動を試みる
ことができます。 
i. システムで、管理者としてコマンドプロンプトを開きます。 
ii. 次のコマンドを実行します。reg add 

HKLM\software\policies\google\chrome\EnabledPlugins /v 1 
/t REG_SZ /d java  

iii. Google Chrome を再起動します。 

 会議制御センターの参加者のスナップショットとイベント ログ データの自動更
新機能は、どのバージョンの Google Chrome でも機能しません。 

WebEx  CMR Hybrid に対する高度な定期的パターンはサポートされません。[新しい会
議（New Conference）] ページから予約する場合は、WebEx を含めてから、
サポートされている定期的なパターンのみが表示されるように定期的なパター
ンを指定してください。 

 1 つのインスタンスが進行中に定例会議シリーズを削除すると、Cisco TMS 
では会議が削除されますが、WebEx では削除されません。これは、WebEx 
が進行中の会議に変更を許可しないためです。これには削除が含まれます。 

コラボレーション エッジ Cisco TMS は現在コラボレーション エッジの背後にあるデバイスをサポートしてい
ません。 

Expressway Cisco Expressway-C と Cisco Expressway-E は、システム タイプ TANDBERG 
VCS を使用して Cisco TMS に表示されます。 

[システムタイプ（System 
Type）] フィールド 

以前に TANDBERG がシステム タイプに含まれていた一部のシステムが、Cisco 
TMS に引き続き TANDBERG として表示されることがあります。これはシステムの 
API からシステム タイプを直接読み取る Cisco TMS に主に基づいています。API を
介して使用できなかったシステム タイプが追加されることがあります。そのため、
その名前とシステム タイプ TANDBERG が表示され続けることがあります。 

機能 制限事項 



Cisco TelePresence Management Suite のリリース ノート ソフトウェア リリース ノート（14.6.2） 92/97 ページ 

相互運用性  

 
 

 
 

 
 

Cisco TMS での会議のスケ
ジューリング 

24 時間以上スケジュールされた会議と重複している定例会議は予約できないこと
があります。 

Bug Toolkit の ID：CSCux64873。 

延長時のリソース可用性チェ
ック（Resource Availability 
Check on Extension） 

[延長会議モード（Extend Conference Mode）] が [自動ベスト エフォート
（Automatic Best Effort）] に設定された状態で、[延長時のリソース可用性チェッ
ク（Resource Availability Check on Extension）] を [無視（Ignore）] に設定
し、[参加者に早期接続を許可する 
（Allow participants to Early Join）] を [はい（Yes）] に設定した場合、会議の
参加者のうち 1 人が連続するポイントツーポイント会議に参加している場合、予期
せぬ結果が発生する可能性があります。 

 
相互運用性 
この製品の相互運用性テスト結果は、http://www.cisco.com/go/tp-interop に掲載されています。ここで
は、他の Cisco TelePresence 製品の相互運用性テスト結果も確認できます。 

 
既存の統合製品との互換性 

 

製品 バージョン 

Cisco TelePresence Management Suite Extension Booking API API バージョン 4 以降。最新のバージョン
は 15 です。 

Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft 
Exchange 

4.1 

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension 1.4 

Cisco TelePresence Management Suite Network Integration 
Extension 

バージョンなし 

Cisco TelePresence Management Suite Analytics Extension 1.2.1 

Cisco TelePresence Management Suite Extension for IBM  
Lotus Notes 

11.3.3 

 
今後のリリースで予定されている変更 

レポート 

次のレポートは、今後のリリースで削除されます。 

 CO2 の削減 

 グローバル投資回収率 

 ローカル投資回収率 

 システム > FTP監査 

 システム > リモコンの電池残量低下 

 ネットワーク > パケット損失ログ 

 ネットワーク > パケット損失会議 

 ネットワーク > 帯域幅の使用量 

機能 制限事項 

http://www.cisco.com/go/tp-interop
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[ネットワーク（Network）] > [ネットワーク履歴（Network History）] の名前が [履歴（History）]  
に変更され、[レポート（Reporting）] > [システム（System）] の下に移動されます。 

 
 

PDF 機能へのエクスポート 

[レポート（Reporting）] で使用される PDF にエクスポートする機能は、今後のバージョンの Cisco 
TMS で削除されます。代替として、Microsoft Excel へのエクスポート機能を使用します。 

 
グラフィカル モニタ 

この機能は、今後のバージョンの Cisco TMS で削除されます。 
 

HTTPS 

Cisco TMS は、今後のバージョンでのみ HTTPS で通信を行います。 
 

14.6.2 へのアップグレード 

アップグレードする前に 

冗長展開 

Cisco TMS の冗長展開を利用している場合は、『Cisco TelePresence Management Suite インス
トレーションおよびアップグレード ガイド 14.6』 を読んでから、Cisco TMS 14.6.2 にアップグ
レードする必要があります。 

 
14.4 または 14.4.1 からのアップグレード 

Cisco TMSXE または Cisco TMSXN を使用する 14.4 または 14.4.1 からアップグレードする場合は、CISCO 
TMS14.6.2 にアップグレードする際に、『Cisco TelePresence Management Suite インストレーションおよび
アップグレード ガイド 14.6』[英語] で説明されているアップグレード手順に従う必要があります。 

 
14.2 より前のバージョンからのアップグレード 

バージョン 14.2 以前のバージョンの Cisco TMS からアップグレードする場合は、Cisco TMS 14.6.2 に
アップグレードする前に、『Cisco TelePresence Management Suite のインストールおよびアップグレ
ードガイド 14.6』[英語] のアップグレード手順を参照する必要があります。 

 
前提条件とソフトウェアの依存関係 
互換性のあるオペレーティング システムとデータベース サーバの完全なリストについては、『Cisco 
TelePresence Management Suite のインストレーションおよびアップグレード ガイド』を参照してください。 

 
アップグレードとインストール手順 
Cisco TMS は、Cisco TMS の新規インストールと以前の Cisco TMS バージョンのアップグレードの両方
に同じインストール プログラムを使用します。 

アップグレードまたはインストールの完全な手順については、『Cisco TelePresence Management 
Suite のインストレーションおよびアップグレード ガイド』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/prod_installation_guides_list.html
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テクニカル サポート  

 
 

 
Bug Search Tool の使用 
バグ検索ツールには、問題の説明と利用可能な解決策など、このリリースおよび以前のリリースの未解
決の問題と解決済みの問題に関する情報があります。これらのリリース ノートに示されている ID によ
って、それぞれの問題の説明に直接移動できます。 

 
このマニュアルに記載された問題に関する情報を検索するには、次の手順を実行します。 

1. Web ブラウザを使用して、Bug Search Tool に移動します。 

2. cisco.com のユーザ名とパスワードでログインします。 

3. [検索（Search）] フィールドにバグ ID を入力し、[検索（Search）] をクリックします。 
 

ID がわからない場合に情報を検索するには、次の手順を実行します。 

1. [検索（Search）] フィールドに製品名を入力し、[検索（Search）] をクリックします。 

2. 表示されるバグのリストで [フィルタ（Filter）] ドロップダウンリストを使用し、[キーワード
（Keyword）]、[変更日（Modified Date）]、[重大度（Severity）]、[ステータス（Status）]、[テク
ノロジー（Technology）] のいずれかでフィルタリングを行います。 

 
バグ検索ツールのホーム ページの [詳細検索（Advanced Search）] を使用して、特定のソフト

ウェア バージョンで検索します。 

Bug Search Tool のヘルプ ページには、Bug Search Tool の使用に関する詳細情報があります。 
 

テクニカル サポート 
必要な情報がマニュアルで得られなかった場合は、http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html の 
Web サイトを参照してください。このサイトでは、次のことが可能です。 

 最新のソフトウェアを実行していることを確認できます。 

 シスコ テクニカル サポート チームから支援が得られます。 
 
問題を報告する前に、次の情報を揃えるようにしてください。 

 製品の識別情報（必要に応じてモデル番号、ファームウェア バージョン、ソフトウェア バージョ
ンなど） 

 お客様の連絡先となる電子メール アドレスまたは電話番号。 

 問題の詳しい説明。 
 
販売終了のためサポートされない可能性のある Cisco TelePresence 製品のリストを表示するには、
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_end_of_life.html [英語] にアクセスし、「TelePresence」の項まで
下にスクロールしてください。 

https://tools.cisco.com/bugsearch/
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_end_of_life.html
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文書の変更履歴  

 
 

 
マニュアルの変更履歴 

 

日付（Date） リビジョン 説明 

2016 年 8 月 22 Cisco TMS の制限でミーティングのスケジュール設定が追加されました。 

2015 年 5 月 21 14.6.2 のリリース。 

2015 年 2 月 20 14.6.1 のリリース。 

14.2 で「接続なし」の会議のスケジュール設定に関する欠落している機
能変更が追加されました。 

2015 年 1 月 19 14.6 のリリース。 

2014 年 9 月 18b 「WebEx で TelePresence Server 上での接続の延期を使用」機能の説明が
更新されました。 

2014 年 9 月 18 14.5 のリリース。 



文書の更新履歴 
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2014 年 7 月 17 バージョン 14.4.2 のリリース。 

2014 年 6 月 16 バージョン 14.4.1 のリリース。 

2014 年 4 月 15 バージョン 14.4 のリリース。 

2013 年 12 月 14 バージョン 14.3.2 のリリース。 

2013 年 10 月 13b 解決済み問題に CSCuj56225 が追加されました。 

2013 年 10 月 13 バージョン 14.3.1 のリリース。 

2013 年 9 月 12 b 解決済み問題に CSCuh99386 が追加されました。 

2013 年 8 月 12 バージョン 14.3 のリリース。 

2013-06-17 11 バージョン 14.2.2 のリリース。 

2013-06-06 10 Sony PCS 全シリーズへのサポート終了に対応するために、「サードパー
ティ システムのサポートを削除しました」のセクションを修正しました。 

2013-05-29 09 「アップグレード/インストールする前に」の項の文章を変更し、ホット
フィックスのために Windows Server 2003 への参照を削除しました。 

解決済み問題 CSCuh19000 が追加されました。 

2013-05-03 08 バージョン 14.2.1 のリリース。 

2013-04-29 07 Windows Server 2008 サービスパック情報の明確化。 

2013-04-24 06 バージョン 14.2 のリリース。 

2013-02-01 05 電話帳ソースに対して Cisco Unified CM のソフトウェア バージョンが追加
されました。 

2013-01-25 04 欠落していた解決済み問題 CSCub86700 と CSCub86648 が追加されました。 

2013-01-03 03 バージョン 14.1.1 のリリース。 

2012-12-14 02 バージョン 14.1 のリリース。 

2012-07 01 バージョン 14.0 の限定配布リリース。 

日付 リビジョン 説明 
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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがありま
す。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていま
すが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載
されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任となります。 

対象製品のソフトウェアライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記
載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。 

シスコが導入する TCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校（UCB）により、UNIX 
オペレーティング システムの UCB パブリック ドメイン バージョンの一部として開発されたプロ
グラムを適応したものです。全著作権所有。著作権©1981、カリフォルニア大学理事会。 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェア
は、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特
定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣
行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないも
のとします。  

いかなる場合においても、シスコおよびその代理店は、このマニュアルに適用できるまたは適用できな
いことによって、発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、ある
いは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコおよびその代理店に知らされていても、それらに対
する責任を一切負わないものとします。 

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商
標です。シスコの商標のリストは、www.cisco.com/go/trademarks に記載されています。記載されている
サードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用は Cisco 
と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1005R) 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すも
のではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジー図、およびその他の
図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用さ
れていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。 
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