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概要
Cisco TelePresence Management Suite( Cisco TMS) では、1 つのプラットフォームから、テレプレ
ゼンスを含むビデオ ネットワーク全体の管理、配置、スケジューリングを行うことができます。

Cisco TMS は、オンサイト システムとリモート ビデオ システムに対する可視性と集中管理を提供し、
組織内でのテレプレゼンスへのアクセスを正常に行うことを目的としています。

Cisco TMS のプライマリ視聴者には次のものが含まれます。

 n テレプレゼンス ネットワークの維持と運用に注目している管理者。

 n 個々のコンポーネントとしてではなく、サービスとしてテレプレゼンス配置を使用するためのインター
フェイスを必要とするテレプレゼンス ネットワークのユーザ。

 n テレプレゼンスの投資の用途の分析と追跡に注目しているビジネス オーナー。

  ユーザ権限機能により、管理者は、特定のロールに必要な機能のみを各ユーザに示すように Cisco TMS 
を設定することができます。
 
このマニュアルについて
この管理者ガイドでは、概念情報、手順、参照情報が、主に Cisco TMS の管理者に向けて記述されてい
ます。 
このマニュアルの内容は、Cisco TMS の使用中に Web ヘルプとしても使用できます。 
状況依存ヘルプにアクセスするには、任意の Cisco TMS ページの右上隅にある疑問符記号をクリックし
ます。
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Cisco TMS の概要

この章では、Cisco TMS のコア機能の簡単な紹介と、Web アプリケーションの主な要素のチュートリアル
を示します。Cisco TMS のバックエンドを構成する各主要コンポーネントとサービスについても簡単に説
明します。

Web ページの機能およびレイアウト 12
Cisco TMS コンポーネント 15
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Web ページの機能およびレイアウト
管理者は、Cisco TMS に対してフル アクセス権を持ちます。権限が制限されたユーザには、すべてのメ
ニューおよびオプションは表示されず、またはこれらに対するアクセス権がありません。

ユーザ イン
ターフェイス
要素

画像 説明

トップレベル 
メニュー

Cisco TMS の機能は、トップ メ
ニューの主なカテゴリにグルー
プ化されています。サブメニ
ューを展開するには、各メニ
ュー項目上にマウスのカーソル
を合わせます。

[検
索( Search) ] 
フィールド

各ページの右上にある検索ボッ
クスを使用して、個々の 
TelePresence システムを検索
します。次の項目に基づいて、
検索できます。

 n システム名

 n ネットワーク アドレス

 n SIP URI

 n H.323 ID

 n E.164 エイリアス( E.164 
alias)

 n ISDN 番号

 n MAC アドレス

 n ハードウェアのシリアル番号  
 

検索結果のシステム名をクリッ
クすると、ナビゲータ [p.78]
でシステムの [設定の表
示( View settings) ]ページに
移動します。 

ヘルプ ヘルプ アイコンをクリックする
と、現在のページの状況依存ヘ
ルプが表示されます。

ログアウト 鍵アイコンをクリックする
と、Cisco TMS からログアウト
します。

ドロップダウ
ン メニュー

リスト内の項目にマウスのカー
ソルを合わせると、使用可能な
場合は、オレンジのドロップダ
ウン メニューのアイコンが表示
されます。
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ユーザ イン
ターフェイス
要素

画像 説明

リスト 関連するカラムのタイトルをク
リックすると、Cisco TMS のほ
とんどのリストを再びソートで
きます。カラム タイトルの隣に
ある小さな三角形は、ソートが
昇順または降順のいずれである
かを示します。一部のリストに
は、数百、さらには数千ものエ
ントリがある場合があります。
単一のリストですべてを表示す
る代わりに、Cisco TMS のほと
んどのリストは、複数のページ
に分割され、下部に [前
へ( Previous) ]と [次
へ( Next) ]のリンクが表示され
ます。 

タブ Cisco TMS の多くのページで
は、上部にタブとして表示され
る複数のビューを使用できま
す。 

複数レベルのタブが表示される
場合があります。左のスクリー
ンショットには、[サマ
リー( Summary) ]、[設
定( Settings) ]、[通話ステー
タス( Call Status) ]、[接
続( Connection) ]、および [
ログ( Logs) ] など、使用可能
な複数のページおよびビューが
あります。アクティブなタブは
濃い青色で表示され、その下に
追加のビューがあります。現在
のビューは、強調表示されま
す。

折りたたみ可
能セクション

各折りたたみ可能セクションに
は、上に青いバーがあります。
バーの右端に矢印アイコンがあ
る場合は、青いバーをクリック
すると、そのセクションが折り
たたまれ、または展開されま
す。これによって、集中するた
めに、または詳細を表示するた
めに、画面の領域を選択できま
す。

ポータル

ポータル ページには、ビデオ会議ネットワークのステータスの概要が示されます。
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システム

ページのこのセクションには、Cisco TMS に登録されているさまざまなタイプのシステムのリストがあり
ます。

各システム タイプは、[システム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] ページにリンクされてい
ます。たとえば、[エンドポイント( Endpoints) ]をクリックすると、[システム( Systems) ] > [ナビ
ゲータ( Navigator) ]ページが、システム カテゴリ別にソートされたフォルダ ビューで開き、Cisco 
TMS 内のすべてのエンドポイントが表示されます。

詳細については、「ナビゲータ [p.78]」を参照してください。

チケット

ここでは、一番上のチケットのレベルによってグループ化されたシステムのリストが含まれます。

下位レベルのチケットがあっても各システムが一度しかカウントされないことに注意してください。

チケットのレベルは [システム チケット サービス( Systems Ticketing Service) ]ページにリンクさ
れます。たとえば、[最上位のチケットレベルが致命的であるシステム( Systems with uppermost 
ticket level Critical) ]をクリックすると、[システム チケット サービス( Systems Ticketing 
Service) ]ページが開き、[致命的( Critical) ]  なすべてのシステムが一番上のチケット レベルとし
て表示されます。システムにより低いレベルのチケットがある場合、これらのチケットも表示されます。

[チケット サービスを開く( Open Ticketing Service) ]リンクから、チケット サービス [p.124]に移
動します。

会議および予約

ポータル ページのこのセクションには、今日の会議および予約が表示されます。

[会議制御センターを開く( Open Conference Control Center) ]リンクで、会議制御センター [p.183]
が開きます。

システムの使用状況

システムの使用状況グラフでは、1 日あたりの通話中のエンドポイントの数は青の線で、1 日あたりの予
約済みエンドポイントの数は緑の線で示されます。

[会議統計の表示( Show Conference Statistics) ]リンクでは、[レポート( Reporting) ] > [会
議( Conferences) ] > [会議統計( Conference Statistics) ] が開きます。

サイトマップ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [ポータル( Portal) ] > [サイトマップ( Sitemap) ]

このページでは、Cisco TMS の主要なすべてのページに該当する概要を示します。ページはサブメニュー
でメイン メニューのレベルからサブ メニューまでのすべての項目に適用されます。

メニュー名をクリックすると、各ページの内容の概要が表示されます。 

ページ名の下にある […に移動( Go to …) ]リンクをクリックすると、Cisco TMS 中のその画面に移動
します。
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Cisco TMS コンポーネント
Cisco TMS は、次のような一連の標準的なコンポーネントで構成されます。

 n webapps を備えた Internet Information Services( IIS) サーバ

 n TMS サービス

 n tmsng SQL データベース

 n TMS ツール アプリケーション

管理者が Cisco TMS の導入を管理し、トラブルシューティングする場合に、これらのコンポーネントの
予備知識が必要になります。これらのコンポーネントについては、以下に説明します。 

Internet Information Services Web サーバおよびアプリケーション

Microsoft Internet Information Services( IIS) は、Cisco TMS のユーザおよび外部サービス イン
ターフェイスを構成する Web コンテンツ、Web サービス、および Web アプリケーションをホストするプ
ライマリ Web サーバとして使用されます。            

TMS サイトは、特定のアプリケーション プールで実行され、IIS サーバでホストされるその他のアクテ
ィビティから分離されるように設定されます。

Cisco TMS は、Microsoft .NET プラットフォームを使用して開発されています。したがって、Cisco 
TMS を正しく動作させるには、一部の追加 IIS コンポーネントが必要です。これらのコンポーネント
は、Cisco TMS のインストール中に Windows によってインストールされます。

すべての Web 関連のファイルは、インストール中に指定した場所のサーバに保存されます。インストー
ルは、次の仮想ディレクトリを作成します。

IIS のトラブルシューティングについては、「Web サイトのシナリオ [p.320]」を参照してください。

tms

これは、認証済み Web アプリケーションで、すべてのユーザ向け Web コンテンツがホストされていま
す。http://<server>/tms は、ユーザと Cisco TMS の対話用のランディング( リンク先) ページで
す。  

このアプリケーションに対するすべてのアクセスには認証が必要であり、ユーザは IIS を通じて認証さ
れます。デフォルトでは、[Windows 認証( Windows Authentication) ]と [基本認証( Basic 
Authentication) ]の両方がイネーブルになります。

tms/public

tms/public コンポーネントは、認証なしでシステムにアクセスできる必要があるすべてのコンテンツと
サービスに対する Web アプリケーションおよびディレクトリ構造です。このようなコンテンツの例に
は、コールのフィードバックや電話帳があります。

[匿名認証( Anonymous Authentication) ]は、このコンポーネントに対してイネーブルにする必要があ
ります。他の認証モードは、すべてディセーブルにする必要があります。

外部

external は、Web サーバ レベルで認証を使用するすべてのコンテンツおよびサービスに対する Web ア
プリケーションおよびディレクトリ構造です。これは、主に、サーバ統合のために外部向けの API に使
用されます。
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cdm および pwx

一部の管理対象システムのタイプには、ハードコーディングされた URL があります。この URL で、情報
をポストし、サービスのクエリーを実行することができます。したがって、Web アプリケーションでは、
ハードコーディングされた URL と一致するように、Web サイトのルート レベルで特定のパスが設定され
ます。  

 n  /cdm は、Cisco OneButtonToPush のカレンダー サービスをサポートするシステム用です。

 n  /pwx には、Polycom デバイスがフィードバックやステータスの更新をポストします。

tmsagent

tmsagent Web アプリケーションは、Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension に向けられた要求を処理するためにプロキシとして機能します。

tmsng SQL データベース

すべての運用データとシステム構成データは、デフォルトで tmsng という名前の SQL データベースに保
存されます。システム アップグレード用のソフトウェア ファイルとサービスのログ ファイルは、この
データベースの外部に保存されます。

データベースは、Microsoft SQL Server 2008 または 2005 で動作します。SQL Server は、Cisco 
TMS と同じサーバに、またはリモートに配置できます。データベース サーバを見つけるためのすべての
参照は、サーバ プラットフォームでの設定時に定義されるレジストリ キーを通じて行われます。

ユーザは、直接にデータベースで認証を受け、データベースと対話することはありません。データベース
とのすべての対話は、アプリケーションのコンテキスト内で実行されます。

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension を使用する場合、この拡張機能
は、情報を別のデータベースに保存することに注意してください。

クレデンシャルと権限

Cisco TMS のインストール中に、データベースを作成し、アクセスするために SQL サーバの sa アカウ
ントが自動的に選択されます。ただし、カスタム インストールを選択することにより、異なるクレデンシ
ャルを使用できます。Cisco TMS を実行し、アップグレードするために使用されるアカウントに
は、tmsng データベースに対する db_owner 権限が必要であることに注意してください。一方、最初に 
tmsng データベースを作成するには、master.mdf に対するアクセス権もあるユーザが必要です。

Windows サービス

Cisco TMS は、1 台以上のサーバで常時稼働するために、一連の Windows サービスに依存しています。
これらの各サービスの機能は、次のとおりです。

TMSLiveService

このバックエンド サービスは、次のことを実行します

 n スケジュール済み会議を開始および停止します。

 n 進行中の会議および会議の更新されたステータスを監視します。

 n 進行中の会議に対して、コマンドを実行します。

LiveService は、会議のモニタリングのためのバックエンドとして機能します。一方、クライアント側ア
プレットの Conference Control Center は、進行中のコールを操作するためのフロントエンドとして機
能します。
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TMSDatabaseScannerService

このスキャナ サービスは、既存のシステムの接続ステータス、コール ステータス、システム設定をチェ
ックします。これは、スキャンの終了後に 15 分間、一時停止します。

システムを使用できない場合、Cisco TMS は、次のスキャンまで、またはエンドポイントから別の応答を
受信するまで、システムについて「No HTTP response」と表示します。

応答時間を短縮するために、Cisco TMS は、インフラストラクチャ システムに対して、30 秒ごとに追加
の接続ステータス チェックを実行します。

TMSSchedulerService

このサービスは、設定した時刻に次のようなイベントを発生させます。

 n システムの復元

 n システムのアップグレード

 n Active Directory の電話帳ソースの更新

また、このサービスは、必要に応じて、会議の開始について TMSLiveService に通知します。 

TMSLiveService はすべての予約された会議を追跡しますが、再起動するとこの情報は失われます。

TMSPLCMDirectoryService

このサービスは、Polycom および Sony のエンドポイントに電話帳をポストします。Polycom エンドポ
イントは、リモート制御を通じて要求された場合に、このサービスから電話帳を取得します。これは、レ
ガシー TANDBERG エンドポイントの社内ディレクトリに似ています。

TMSServerDiagnosticsService

このサービスは、サーバ プラットフォーム自体のスケジュールされたヘルス チェックを実行します。現
在のチェックには、次の対象が含まれます。

 n サーバのディスク領域。使用可能な空き領域が 10% 未満の場合は、チケットが生成されます。

 n データベース サイズ。データベースが最大サイズの 90% に達した場合は、チケットが生成されます。

 n 他のすべてのサービスが、実行されていること。いずれかのサービスが実行されていない場合は、チケ
ットが生成されます。

TMSSnmpService

このサービスは、SNMP トラップの処理およびポーリングに使用されます。これには、以下が含まれま
す。

 n SNMP を使用して、いずれかのシステムが、通知なしで、ネットワークで到達不可能になっているかどう
かを検出するために、短い間隔でオンライン管理対象システムに対してクエリーを実行するクイック ス
キャナ。

 n 管理対象システムによって送信される SNMP トラップを収集して処理するために、Windows SNMP Trap 
Service にサブスクライブする SNMP トラップ ハンドラ。

 n ネットワークで新しい SNMP 対応システムを検出するために、SNMP ブロードキャストを使用するシス
テム検出スキャン。

TMS ツール アプリケーション

TMS ツールは、Cisco TMS サーバの [スタート( Start) ]メニューから使用できるヘルパー アプリケー
ションです。このアプリケーションは、データベース接続の設定を変更するために使用されます。
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詳細については、「TMS ツール [p.290]」を参照してください。
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Cisco TMS のセットアップ

管理者は、組織のニーズに合わせて、Cisco TMS の動作を調整する必要があります。この章では、エンド
ポイントのユーザ グループおよび権限、重要な設定、および構成テンプレートなど、初期設定を行う手順
について説明します。

リリース キーとオプション キーの追加 20
グループおよび権限の動作 22
最初のグループ権限の設定 23
ユーザ アカウントとプロファイルの追加 24
デフォルトの確認および設定 26
構成テンプレートの使用 29
WebEx シングル サイン オンの設定 32
Active Directory 参照のイネーブル化 36
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リリース キーとオプション キーの追加
これはCisco TelePresence Management Suite( Cisco TMS) 機能を有効にするライセンス キーをイン
ストールする方法の説明です。

リリース キーおよびオプション キーはインストール中、インストール後、またはアップグレード時に入
力できます。 リリース キーを初期インストール時に入力しないと、Cisco TMS は制限されたデモ モー
ドで動作します。

Cisco TMS リリース キーの入手

インストールまたはアップグレードするには、シリアル番号およびソフトウェア バージョンの組み合わせ
に固有のリリース キーが必要です。  シスコに連絡してリリース キーを取得します。

Cisco.com のユーザ ID とパスワードを使用可能にします。

 1. Cisco.com > [サポート( Support) ]に移動します。

 2. この画面の右側に Cisco Technical Assistance Center( TAC) の Service Request ツールを使用
してサポート ケースを開きます。

代わりに、Cisco TAC に問い合わせることができます

 n アジア太平洋：+61 2 8446 7411( オーストラリア：1 800 805 227)

 n EMEA：+32 2 704 55 55

 n 米国：1 800 553 2447

アップグレード中の Cisco TMS キーの入力

Cisco TMS のメジャー バージョン間でアップグレードを完了するためには、リリース キーをインストー
ル中に入力する必要があります。 マイナー バージョン間でアップグレードする場合、既存のリリース 
キーが自動的に保持され、再利用されます。

新しいリリース キーの追加は、インストール中に実行できます。 Cisco TMS インストール ウィザード
は、リリース キーとオプション キーの入力を求めます。 以前に入力したすべてのキーが表示されます。

インストール後のリリース キーの入力

リリース キーがインストール時に入力されなかった場合、サーバはトライアル モードで動作します。 
ポータル Web ページで [サイト管理者( Site Administrator) ]権限で Cisco TMS にログインするこ
とによりリリース キーを追加します。 

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設定( General 
Settings) ]に移動します。 

 2. [TMS リリース キー( TMS Release Key) ]というラベルのフィールドにリリース キーを入力します。

 3. [保存( Save) ]ボタンをクリックします。 
変更内容は、ただちに有効になります。 Cisco TMS リリース キーは、これでアプリケーション ウィ
ンドウの右下隅に表示されます。

インストール後のオプション キーの入力

ポータル Web ページで [サイト管理者( Site Administrator) ]権限で Cisco TMS にログインするこ
とにより既存の Cisco TMS インストールにオプション キーを追加します。 

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設定( General 
Settings) ] > [ライセンスとオプション キー( Licenses and Option Keys) ]に移動します。
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 2. [オプション キーの追加( Add Option Key) ]ボタンをクリックします。 

キーが正常に確認されると、それが表示されるオプション キーのリストに追加されます。 変更内容は、
ただちに有効になります。
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グループおよび権限の動作
管理者は、Cisco TMS でユーザにアクセスが必要な機能と権限に関して、Cisco TMS の導入を計画する
必要があります。 

これは、グループ メンバーシップ、グループ権限、およびシステム権限によって制御されます。Cisco 
TMS のすべての権限は、グループ レベルで設定されます。

ユーザは、複数のグループのメンバーにすることができます。複数のグループに属するユーザには、所属
するすべてのグループの全権限が与えられます。

グループ メンバーシップ

Cisco TMS グループにメンバーを追加するには、次の 3 つの方法があります。

 n グループ自体を編集します。 
[グループの編集( Edit Group) ]ページで、グループに追加するユーザを指定するには、[メンバーの
追加( Add Members) ]タブをクリックします。また、     [管理ツール( Administrative Tools) ] > 
[ユーザ管理( User Administration) ] > [ユーザ( Users) ] に移動してユーザを編集し、ユーザの
グループを編集することもできます。

 n ユーザのプロファイルが作成されている場合に、グループにユーザを自動的に割り当てます。
デフォルト グループとして設定したグループは、ログインした新しいユーザに自動的に追加されま
す。 
インストール後には、サイト管理者グループがデフォルト グループであることに注意してください。
これにより、管理者は Cisco TMS にログインし、設定を開始できます。この設定を変更し、承認され
た管理者だけがこのグループのメンバーであることを確認する手順については、「最初のグループ権限
の設定 [p.23]」を参照してください。 

 n Active Directory グループ。 
Cisco TMS では、Active Directory から既存のグループをインポートできます。Active Directory 
グループ メンバーシップは、ユーザがログインすると、Cisco TMS グループで自動的に更新されま
す。 

Active Directory から作成されたグループは、手動で編集できないことに注意してください。

システム権限

Cisco TMS の権限は、機能の権限とシステム権限の組み合わせです。

 n ユーザ グループには、ユーザがアクセス権を持つ Cisco TMS の部分/機能を制御するために、権限が
割り当てられます。 

 n システム権限は、特定のシステムでユーザが実行できる操作を制御するために使用されます。デフォル
トのシステム権限、特定のフォルダのシステムすべてに適用されるフォルダ権限、および個々のシステ
ム権限があります。

デフォルトの権限は、Cisco TMS に最初に追加したときに、システムに与えられます。これは、[管理
ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフォルトのシステ
ム権限( Default System Permissions) ]で制御します。ここでは、新しく追加したシステムで、各グ
ループが取得する権限を設定できます。
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最初のグループ権限の設定
初期設定で、次のように一連の基本的な権限を決定する必要があります。

 n 新規ユーザには、自動的に管理者権限が付与されないようにします。

 n 必要なベースライン権限で、新しいユーザのデフォルト グループを作成します。 

ユーザのアクセス制御と機能のアベイラビリティを指定するには、次の手順を実行します。 

 1. すべてのユーザに対して使用する新しいグループを作成するには、次の手順を実行します。     
 a. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [グルー

プ( Groups) ]に移動します。
 b. [新規( New) ]をクリックして、新しいグループを作成します。
 c. 必要に応じて、新しいグループに名前を付けます。たとえば、「All company users」と指定しま

す。
 d. [保存( Save) ]をクリックします。

 2. デフォルト グループを変更するには、次の手順を実行します。                 
 a. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフォル

ト グループ( Default Groups) ]に移動します。
 b. [ユーザ( Users) ]および新しいグループを除き、すべてのチェックボックスをオフにします。
 c. [保存( Save) ]をクリックします。

これで、Cisco TMS にログインしたユーザは、新しいグループに自動的に追加され、そのグループ
の権限が与えられるようになります。

 3. すべての Cisco TMS ユーザに必要なデフォルト権限を新しいグループに割り当てるには、次の手順を
実行します。     

 a. [グループの編集( Edit Group) ] リストでグループ名をクリックします。
 b. [権限の設定( Set Permissions) ]をクリックします。
 c. グループ メンバーに必要な各権限をオンにします。

Cisco TMS の設定を除き、ユーザにフル アクセス権を与えるには、初めに [管理ツー
ル( Administrative Tools) ]の下の権限を除き、すべての権限をオンにします。セクションのす
べての権限をイネーブルにするには、セクション見出しをオンにします。

 d. [保存( Save) ]をクリックします。

 4. 次のように、対象ユーザだけに、サイト管理者のアクセス権が割り当てられていることを確認します。
                 

 a. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [グルー
プ( Groups) ]に移動します。

 b. [サイト管理者( Site Administrator) ]グループをクリックし、[編集( Edit) ]をクリックしま
す。

 c. メンバー リストに、管理者の権利が必要なユーザだけが表示されていることを確認します。その他
のアカウントが表示されている場合は、そのアカウントを選択し、[削除( Remove) ]をクリックし
ます。

 d. [保存( Save) ]をクリックします。

 5. デフォルトのシステム権限を変更するには、次の手順を実行します。     
 a. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフォル

トのシステム権限( Default System Permissions) ]に移動します。
 b. [ユーザ( Users) ]グループに対してすべての権限をオフにし、新しいユーザ グループに必要な権

限を割り当てます。
 c. [保存( Save) ]をクリックします。

すべての設定を決定するときに、より固有な権限で追加のグループを作成できます。権限はいつでも変更
できます。 
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ユーザ アカウントとプロファイルの追加
Cisco TMS Web アプリケーションにログインするには、ユーザには、サーバが信頼するように設定された 
Windows ユーザ名とパスワードが必要です。サーバが Active Directory ドメインのメンバである場
合、デフォルトで、Active Directory ドメイン ユーザ アカウントに加えて、ローカル Windows ユー
ザ アカウントも有効です。

最初に Cisco TMS にサインインするユーザは、自動的に管理者になり、Cisco TMS に対するフル アク
セス権が割り当てられます。 

正常に Cisco TMS にログインするユーザごとに、Windows ユーザ名に基づいてユーザ プロファイルが
作成されます。ユーザは、自分の Windows クレデンシャルによって認証されます。

Cisco TMS でユーザ プロファイルを手動で作成できますが、この操作によって、Windows ユーザ アカ
ウントは作成されません。Cisco TMS でユーザ プロファイルを削除しても、ユーザの実際の Windows 
ユーザ アカウントは変更されません。

次の 4 つの個人情報フィールドは必須です。

 n Windows ユーザ名( Windows username)

 n 名( First name)

 n 姓( Last name)

 n 電子メール アドレス( Email Address)

これらが入力されていない場合、ユーザは、最初のサインインで入力を要求されます。

言語設定

各ユーザは、Cisco TMS 内で使用する独自の言語を選択できます。メイン Cisco TMS Web インターフェ
イスでは、次の言語がサポートされます。

 n 英語

 n フランス語

 n ドイツ語

 n ロシア語

 n 日本語

 n 中国語( 簡体字)

 n 韓国語

Smart Scheduler およびメール テンプレートでは、さらに多くの言語を利用できます。上記以外の別の
言語を選択した場合は、その言語の選択をサポートしていないページを参照すると、英語で表示されま
す。

WebEx Enabled TelePresence

WebEx 予約が機能するには、予約を実行するユーザ自身の Cisco TMS プロファイルに WebEx クレデン
シャルが含まれている必要があります。これにより、正しいユーザが WebEx 会議を「所有」しており、
ログインして、WebEx 会議を開催できることが保証されます。

 注：複数の WebEx サイトを Cisco TMS に追加している場合は、ユーザのクレデンシャルが、予約に使
用する WebEx サイトに対して有効であることを確認してください。
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残りのフィールドは、他の機能に使用されます。

残りのフィールドは必須ではありませんが、他の Cisco TMS 機能に使用されます。Active Directory 
を使用している場合は、後日、新規ユーザのこれらのフィールドが自動的に入力されるように Cisco TMS 
を設定できます。「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」を参照してください。

WebEx サイトおよびユーザ クレデンシャル

各ユーザがテレプレゼンス会議で WebEx を使用できるようにするには、WebEx サイト、WebEx ユーザ
名、および WebEx パスワードを Cisco TMS に入力する必要があります。 

この情報を入力する方法は、二通りあります。

 n シングル サイン オンを使用する。

 n 情報を手動で入力する。

シングル サイン オンを使用する

Cisco TMS 管理者は、WebEx ユーザ名を Active Directory からインポートするか、ユーザのために手
動で入力することができます。 シングル サイン オンの使用時は、WebEx パスワードは不要です。 

シングル サイン オンを有効にするには、「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」を参照してく
ださい。

シングル サイン オンを使用しない

SSO を使用しない場合は、各ユーザが、この情報を手動で入力する必要があります。 個人情報ページに
移動し、Cisco TMS の左下隅にあるリンクをクリックして、以下を入力します。

 n [WebEx サイト( WebEx site) ]。

 n  [WebEx ユーザ名( WebEx Username) ]。

 n [WebEx パスワード( WebEx Password) ]。
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デフォルトの確認および設定
Cisco TMS のほとんどの設定は、自動的に実行されるか、またはほとんどの組織に適切なデフォルト値が
あります。 

以下に、確実にニーズを満たし、その他の Cisco TMS 機能の設定を容易にするために、初期設定の一部
として確認および設定する必要がある重要な設定を示します。

一般設定

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設定( General 
Settings) ]を開きます。この時点で確認する必要がある重要な設定は、次のとおりです。

設定 説明

システム管理者/電子
メー
ル( Contact/Email)

ここに入力すると、すべての Cisco TMS のページの下部に連絡先のリンクが表示され、
ユーザは簡単に、ヘルプまたは質問のために管理者に連絡できます。

監査の有効
化( Enable 
Auditing)

この設定は、監査ロギングをイネーブルにします。このログで、Cisco TMS は、システ
ム、ユーザ、および Cisco TMS のその他の重要な要素に対するすべての変更の詳細ログを
保持します。監査ログには、[管理ツール( Administrative Tools) ] メニューからアクセ
スできます。これはデフォルトでディセーブルですが、セキュリティが重要なインストー
ルでは、最初からこれをイネーブルにする必要が生じることがあります。この機能を使用
すると、Cisco TMS データベースが非常に高速になります。

リリース キー/オプ
ション 
キー( Release 
Key/Option Keys)

インストール中に入力しなかった場合は、ここでリリース キーとオプション キーを入力
できます。トライアル バージョンからアップグレードする場合、または新しいオプション
を追加する場合は、ここにライセンス情報を入力します。

ネットワーク設定( Network settings)

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network 
Settings) ]を開きます。この時点で確認する必要がある重要な設定は、次のとおりです。

SNMP コミュニティ
名( SNMP Community 
Name)

これは、Cisco TMS がシステムを検出して Cisco TMS に追加するときに使用する一般的な 
SNMP コミュニティ名のカンマ区切りリストです。既存のシステムでカスタマイズされた 
SNMP コミュニティ名を使用する場合は、このリストに必ず追加してください。

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)

Cisco TMS が、未登録エンドポイントの検出、システム イベントの障害、およびその他の
管理メッセージに関する通知を送信できるように、電子メール アドレスをここに入力する
必要があります。複数の電子メール アドレスは、カンマで区切る必要があります。

システムの自動検出
モード( Automatic 
System Discovery 
Mode)

この機能はデフォルトでイネーブルになっています。これは、Cisco TMS が検出したシス
テムをシステム ナビゲータのフォルダに自動的に追加し、Cisco TMS と連携するように、
それぞれの管理プロパティを設定します。Cisco TMS は、「Discovered Systems 
Template」の基本設定を使用して、システムを設定します。すべての新しいシステムで必
要なデフォルト設定を指定するには、このテンプレートを変更します。
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Active Directory これらの設定により、Cisco TMS がユーザおよびグループの設定で Active Directory を
使用できるようになります。Cisco TMS サーバがドメインに属している場合は、有効な 
Windows ドメイン アカウントを入力して、これらの設定をイネーブルにすることを強く推
奨します。アカウントは、管理者アカウントである必要はなく、通常のユーザ アカウント
で十分です。[... ユーザ情報のルックアップ( Lookup User Information…) ] をイネー
ブルにした場合、新しいユーザ プロファイルの作成時に Cisco TMS は、できる限り多く
のユーザ プロファイルのフィールドを Active Directory から自動的に読み込みま
す。[AD グループの許可( Allow AD Groups) ] は、Cisco TMS ユーザ グループとして 
Active Directory のグループを使用できるようにして、Cisco TMS グループを簡易化しま
す。これにより、ユーザが属する Cisco TMS グループが自動化されます。AD グループの
詳細については、『Cisco TelePresence Management SuiteAdministrator Guide』を参照
してください。

SNMP の機能のあるシ
ステムをスキャン
し、アクセス不可能
な状況をすばやく検
出します( Scan SNMP 
Capable Systems to 
Allow Quick 
Discovery of 
Inaccessibility)

この設定によって、Cisco TMS は、システムがオフラインになったかどうかをより迅速に
検出できます。これは、イネーブルにすることを推奨します。

SNMP ブロードキャス
ト/マルチキャスト 
アドレス( SNMP 
Broadcast/MultiCast 
Address(es))

これは、Cisco TMS インストーラで設定されたネットワーク アドレスです。Cisco TMS 
は、これらのアドレスに SNMP クエリーを送信して、新しいシステムを検出します。ネッ
トワークが複数のネットワークにわたって構築されている場合は、Cisco TMS がシステム
を自動的に検出できるように、カンマで区切ってそれぞれのブロードキャスト アドレスを
追加します。手動で、および Cisco TMS に接続しているシステムを通じてシステムを追加
することもできるため、すべてのネットワークがここに表示されていなくても問題ありま
せん。

このスキャンをオフにするには、localhost アドレス 127.0.0.1 を入力します。

システム上の管理設
定の強制( Enforce 
Management Settings 
on Systems)

この設定はデフォルトでイネーブルになっており、イネーブルのままにしておく必要があ
ります。この設定は、Cisco TMS サーバを指すように、システムを確実かつ適切に設定す
るために不可欠です。

この設定は、ラボ TMS サーバでは、ディセーブルにする必要があります。これは、この
サーバが、実稼働システムの管理設定を変更しないためです。

詳細ネットワーク設
定( Advanced 
Network Settings)

さまざまなネットワーク設定を考慮に入れるために、Cisco TMS は、Cisco TMS にアクセ
スできる次の 2 つのネットワークの概念をサポートしています。

 n 社内 LAN：これは通常、組織の内部ネットワークと同じです。

 n 公共インターネット/ファイアウォール外：組織のファイアウォールまたはプロキシの外
部で、システムを管理する必要が生じることがあります。使用するパブリック ホスト名
は、Cisco TMS サーバの IP アドレスに転送される IP に解決する必要があります。

Cisco TMS に追加された各システムには、Connectivity パラメータがあります。このパラ
メータでは、Cisco TMS がシステムと通信する場合に使用する必要があるネットワーク ID 
を指定します。 

Cisco TMS は、依然として 1 つの物理的な LAN ポートおよび 1 つの IP アドレスだけに
接続されていることに注意してください。Cisco TMS は、マルチホーム ネットワークをサ
ポートしていません。

TMS サーバの 
IPv4/IPv6 アドレ
ス( TMS Server 
IPv4/IPv6 
Addresses)

これらは、インストール時に設定されますが、Cisco TMS サーバに到達するために使用さ
れる IP アドレスにする必要があります。

TMS サーバの完全修
飾ホスト名( TMS 
Server Fully 
Qualified 
Hostname)

社内ネットワークまたはローカル ネットワークから Cisco TMS サーバにアクセスするた
めに使用される完全修飾ドメイン名。この設定は、DNS をサポートするシステムで使用さ
れ、正しく設定する必要があります。サーバで使用可能なホスト名がない場合は、Cisco 
TMS に到達するために使用される IP アドレスを入力します。
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TMS サーバ アドレ
ス( 完全修飾ホスト
名または IPv4 アド
レス) ( TMS Server 
Address (Fully 
Qualified Host Name 
or IPv4 
Address)) ：

ローカル ホスト名とは異なる場合に、外部ネットワークから Cisco TMS サーバにアクセ
スするために使用される完全修飾ドメイン名。SOHO/ファイアウォールの背後のサポートな
どの機能を使用するには、この設定が必要です。サーバで使用可能なホスト名がない場合
は、Cisco TMS に到達するために使用される IP アドレスを入力します。

自動ソフトウェア更
新( Automatic 
Software Update)

この機能によって、Cisco TMS は、システムで使用可能な新しいソフトウェアをセキュア
なリンクで自動的にチェックし、Cisco システムのサービス契約状況を通知することがで
きます。シリアル番号およびハードウェア ID などのシステム識別情報を除き、個人情報
は通信中に送信されません。Cisco TMS でソフトウェアをチェックしない場合は、この機
能をディセーブルにできます。ネットワークがインターネットに到達するために Web プロ
キシを要求する場合は、そのプロパティをここで設定します。

機密保護機能付き専
用装置通信( Secure-
Only Device 
Communication)

これはデフォルトで [オフ( Off) ]であり、特定の顧客のシナリオだけでイネーブルにす
る必要があります。

メール設定( Mail settings)

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [メール設定( Mail 
settings) ]を開きます。これらの設定は、Cisco TMS のインストール時に行われています。ただし、
メール サーバで SMTP 認証が必要な場合は、ここでユーザ名とパスワードを指定します。[保
存( Save) ]をクリックすると、設定が検証されます。

<ip address>:<port> を使用して、SMTP サーバに異なるポートを指定することもできます。(
例：10.11.12.13:1234) 。

会議設定( Conference settings)

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference 
settings) ] > [会議作成オプション( Conference Create Options) ]を開きます。これらの設定は、
スケジュールされたコールとアクティブ コールのモニタリングに関して、Cisco TMS の動作のほとんど
を制御します。更新が必要になることがある重要な設定は次のとおりです。

デフォルトの帯域
幅( Default Bandwidth)

これは、会議をスケジュールする場合に、H.323 および SIP コールに対して提案され
るデフォルトの帯域幅です。

デフォルトの ISDN 帯域
幅( Default ISDN 
Bandwidth)

これは、会議をスケジュールする場合に、ISDN コールに対して提案されるデフォルト
の帯域幅です。

デフォルトでは会議をセ
キュアに設定します( Set 
Conferences as Secure 
by Default)

Cisco TMS は、システムの機能が暗号化をサポートしているかどうかを認識します。
この設定は、会議のデフォルト動作を制御します。

[可能な場合( If Possible) ]はデフォルトで、コール対象のすべてのシステムが暗号
化をサポートしている場合に、暗号化をイネーブルにします。コール対象の 1 つのシ
ステムが暗号化をサポートしていない場合、コールは暗号化されずに通信されます。

注：暗号化をサポートするエンドポイントが暗号化を [オフ( Off) ]に設定した状態
で、暗号化された会議に追加されると、暗号化は、そのエンドポイントで [オ
ン( On) ]に設定され、この設定は、エンドポイント自体で [オフ( Off) ]に設定され
るまで会議が終了した後で保持されます。
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構成テンプレートの使用
複数のシステムに設定の共通グループを適用することは、一般的な共管理上のニーズです。Cisco TMS の
構成テンプレートによって、1 回の操作で複数のシステムに適用される一連の設定パラメータを定義でき
ます。 

テンプレートには、異なるシステム タイプに対する設定の選択を含めることができます。Cisco TMS 
は、更新される個々のシステムに有効な設定だけを適用します。

デフォルト インストールの一部として、Cisco TMS は、Discovered Systems Template という名前の
テンプレートを作成します。このテンプレートには、自動検出機能( イネーブルな場合) によっ
て、Cisco TMS に追加されたすべてのシステムに自動的に適用される設定のグループが含まれます。シス
テム検出の詳細については、「Cisco TMS にシステムを追加する方法 [p.59]」を参照してください。

管理者は、複数のテンプレートを定義してから、次のように適用することを選択できます。

 n システムごとに手動で適用

 n システムが Cisco TMS

 n システムが起動するたびに適用

 n スケジュールされた間隔で永続的に適用

新しい構成テンプレートの作成

新しい構成テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [構成テンプレート( Configuration Templates) ]に移動します。

 2. [新しい構成テンプレート( New Configuration Template) ]をクリックします。

 3. 新しいテンプレートの識別に役立つ名前を入力します。

 4. チェックボックスとドロップダウン メニューを使用して、テンプレートに含める設定を選択します。
フィールドの説明については、「構成テンプレート [p.134]」を参照してください。

 5. [詳細設定の選択( Select Advanced Settings) ]タブに移動して、フィルタを追加し、またはフィル
タ フィールドを空白のままにして、システムまたはシステム タイプごとに設定の完全なリストを取得
することによって、特定のシステムに固有の設定を追加します。  

 a. システムのタイプを選択するか、検索する設定の一部を入力します。 
 b. [検索( Search) ]をクリックします。
 c. 結果リストから、チェックボックスを使用してシステム タイプに追加する設定を選択します。
 d. これを選択した設定のリストに移動するには、[>]をクリックします。
 e. [保存( Save) ]をクリックします。

[詳細設定の選択( Select Advanced Settings) ]タブで選択した設定はすべて、構成テンプレー
トで使用される [テンプレート設定( Template Settings) ]タブでも使用できるようになりま
す。

構成テンプレートの表示

選択したシステムに適用される設定を表示するには、構成テンプレートのアクション ドロップダウンで [
表示( View) ]をクリックします。

テンプレートの編集

この手順では、自動作成された Discovered Systems Template を例として使用します。

 1. [システム( Systems) ] > [構成テンプレート( Configuration Templates) ]を開きます。

 2. Discovered Systems Template をクリックします。
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このテンプレートの設定の [種類( Type) ]は、デバイスのコマンド自体の設定オプションではな
く、Cisco TMS 設定であるため、[その他の種類( Other type) ]です。

 3. [設定の編集( Edit Settings) ]ページを表示するには、ドロップダウン アクション ボタンを使用し
て、[編集( Edit) ]をクリックします。
すべてのテンプレートには、ゾーンおよび電話帳など、初めに追加する一部の共通 Cisco TMS 設定が
あります。

 4. テンプレートにさらに設定を追加するには、[詳細設定の選択( Select Advanced Settings) ]タブを
クリックします。     
すべての使用可能な設定のリストを表示するには、[フィルタ( Filter) ] ボックスを空欄のままにし
て、ドロップダウンで [すべてのシステム( All Systems) ]に設定し、[検索( Search) ]をクリック
します。このビューでは、Cisco TMS で使用できるすべてのテンプレート設定から選択し、[テンプ
レート設定( Template Settings) ]タブに表示されるリストに追加できます。         

 5. 設定のチェックボックスをオンにし、右側のリストから矢印ボタンを使用して追加または削除すること
によって、テンプレートの設定を追加または削除します。

 6. 必要な変更を加えた後に、前の表示に戻すには、[テンプレート設定( Template Settings) ]タブをク
リックします。 

 7. [テンプレート設定( Template Settings) ]タブで、それぞれのチェックボックスで個々の設定をイ
ネーブルまたはディセーブルにし、各設定に使用する値を設定します。

 8. 作業が完了したら、[保存( Save) ]をクリックします。

システムへのテンプレートの適用

テンプレートは、1 つ以上のシステムに一度に適用できます。ただし、1 つのシステムに一度に適用でき
るテンプレートは 1 つだけです。

テンプレートを 1 つ以上のシステムに適用するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [構成テンプレート( Configuration Templates) ]に移動します。

 2. アクション ドロップダウン ボタンをクリックし、[システムに設定( Set on Systems) ]を選択しま
す。

 3. クリックして、システムを選択します。Shift キーまたは Ctrl キーを押したまま、システムをクリッ
クすることにより、複数のシステムを選択できます。リストにシステムを追加および削除するには、[< 
>]ボタンを使用します。

 a. [1 回( Once) ]タブへシステムを追加すると、テンプレートは一度だけ適用されます。
 b. [永続( Persistent) ]タブへシステムを追加することで、テンプレートは、テンプレートに設定し

た [繰り返し間隔( Recurrence Interval) ]に従って永続的に設定されます。

 4. タスクを開始するには、[システムに設定( Set on Systems) ]をクリックします。
システムへのテンプレートの適用は、Cisco TMS サーバのバックグラウンド タスクとして実行されま
す。

 5. [システム( Systems) ] > [構成テンプレート( Configuration Templates) ] > [構成テンプレート
の活動状況( Configuration Template Activity Status) ]ページでジョブのステータスを表示でき
ます。「構成テンプレートの活動状況 [p.137]」を参照してください。

既存のテンプレートからの新しい構成テンプレートの作成

 1. コピー元のテンプレート上にマウスのカーソルを合わせ、ドロップダウン メニューを開き、[コ
ピー( Copy) ]を選択します。
Cisco TMS の [テンプレート設定( Template Settings) ]ページが開きます。

 2. 必要に応じて、構成テンプレートの名前および設定を変更します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。
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カスタム設定とコマンド

一部のシステムでは、構成テンプレートにカスタム コマンドおよび設定を追加するオプションがありま
す。これらは、事前定義の設定とは動作が異なります。 

構文については、システムのマニュアルを参照してください。 

 n 設定では、configuration.xml ドキュメントの XML が使用されます。 

 n コマンドでは、command.xml ドキュメントの XML が使用されます。

Cisco TelePresence エンドポイントで、これらのファイルは、システムの Web サーバの [診
断( Diagnostics) ]または [XML ファイル( XML Files) ]セクションで使用できます。

Cisco VCS では、1 つの Command または Configuration というルート タグ内にすべてを配置するこ
とによって、複数のカスタム設定またはコマンドを提供できます。 

「System name test」にシステム名を変更する E20、MXP シリーズ、C シリーズ、および EX シリーズ
のカスタム設定例は、次のとおりです。
<Configuration><SystemUnit><Name>System name test</Name></SystemUnit></Configuration>

Polycom HDX エンドポイントに対しては、[カスタム設定( Custom Configuration) ]のテンプレート設
定オプションがあります。このテンプレート設定は、新しいテンプレートを編集および作成するときに使
用できます。保存された設定が提供しない機能が必要な場合は、無制限のコマンドと設定を追加できま
す。コマンドと設定は、カンマで区切ります。
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WebEx シングル サイン オンの設定
シングル サイン オンを有効にすると、ユーザはパスワードを入力せずに、WebEx での会議を予約した
り、会議に参加したりできます。

各 Cisco TMS ユーザ プロファイルの WebEx ユーザ名( 「ユーザ アカウントとプロファイルの追加 
[p.24]」を参照してください) が WebEx サイトに渡され、WebEx を含む予約が完了します。

ここでは、WebEx ユーザが SSO を使用して会議を予約する方法を説明します。

 1. ユーザの WebEx ユーザ名を Cisco TMS プロファイルに入力します。2 つの方法があります。    
 a. Cisco TMS で AD ルックアップが設定されていることを確認します。Active Directory 参照のイ

ネーブル化 [p.36]。      
 i. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [WebEx の設

定( WebEx Settings) ]に移動し、[Active Directory から WebEx ユーザ名を取得( Get 
WebEx Username from Active Directory) ]を設定します。

または
 b. AD から複製せずに、WebEx ユーザ名を手動で入力します。 

 2. SSO を使用する 1 つ以上の WebEx サイトを個別に Cisco TMS に入力します。
 a. WebEx 管理者から、WebEx サイトについて Cisco TMS で使用する設定情報を受信する必要があり

ます。
 b. Cisco TMS での WebEx サイトの設定では、SSO を許可する必要があります。「WebEx 設定 

[p.252]」を参照してください。
 c. WebEx サイト自体( WebEx ヘルプを参照してください) を、SSO を許可するよう設定する必要があ

ります。

 3. この段階で、WebEx チームが公開証明書( Cisco TMS 管理者から取得) をインストールにし
て、WebEx サイトで SSO を有効にします。これは、WebEx チームのみがアクセス可能な WebEx クラ
ウド( SuperAdmin サイト) で、WebEx チームによって実行されます。

 4. WebEx サイト( Admin サイト) を設定して、パートナーの代理認証を有効にします。

 5. Cisco TMS で SSO を有効にします。

 6. Cisco TMS と WebEx に証明書をインストールして、セキュアな通信を確保します。Cisco TMS 管理
者が証明書を生成し、WebEx チームに送信する必要があります。

WebEx サイトの設定の入力

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [WebEx の設定( WebEx 
Settings) ]に移動します。

 2. [サイトの追加( Add Site) ]をクリックします。

 3. [ホスト名( Hostname) ]を入力します。

 4. [サイト名( Site Name) ]を入力します。

 5. 必要に応じて、各フィールドに入力します。

[WebEx Site Configuration]のフィールドの説明は、次のとおりです。

フィールド 説明

サイト URL( Site 
URL)

サイト URL。 これは、ホスト名とサイト名の組み合わせです。 

例：  https://hostname.webex.com/sitename。

ホスト
名( Hostname)

上記の WebEx サイトのホスト サーバの名前。

サイト名( Site 
Name)

WebEx サイトの名前。 

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 32/337

Cisco TMS のセットアップ
WebEx シングル サイン オンの設定



フィールド 説明

WebEx 参加者帯域
幅( WebEx 
Participant 
Bandwidth)

このフィールドを使用して、WebEx 参加者の使用可能な帯域幅を指定します。 

値を指定するには、MCU        マニュアルを参照してください。

デフォルト サイ
ト( Default 
Site)

デフォルト サイトが自動的に、 new Cisco TMS ユーザに対して有効になります。ただ
し、[Active Directory から WebEx ユーザ名を取得( Get WebEx Username from Active 
Directory) ]オプションが有効の場合に限ります。

TSP Audio [はい( Yes) ]：PSTN( 公衆電話交換網) を使用するようにWebEx サイトを設定している場
合は、[はい( Yes) ]に設定します。 PSTN では、会議中に音声用の追加ポートを会議で使
用できます。 ( TSP：テレフォニー サービス プロバイダー) 。

これを [はい( Yes) ]に設定すると、使用されている音声回線は暗号化されません。 

[いいえ( No) ]：ビデオとオーディオの両方にSIP が使用されます。

Web プロキシを使
用する( Use Web 
Proxy)

はい：ネットワークがイントラネット外へのアクセスにWeb プロキシを使用する場合は、[
はい( Yes) ]に設定します。

[はい( Yes) ]を選択すると、次の 3 つのフィールドを含む [Web プロキシ設定( Web 
Proxy Configuration) ]が表示されます。 

 n Web プロキシのアドレス( Web ProxyAddress)                                  
ここで、Web プロキシ アドレスは必須です。

 n Web プロキシのユーザ名( WebProxy Username)                              

 n Web プロキシのパスワード( WebProxy Password)                              

[いいえ( No) ]：プロキシを使用せずにWebEx に到達できます。

SSO の有効
化( Enable SSO)

シングル サイン オンを有効にするには、「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」
を参照してください。

[はい( Yes) ]：ネットワークがSSO を使用する場合は、[はい( Yes) ]に設定します。

[いいえ( No) ]：ネットワークは SSO を使用しません。

接続状
況( Connection 
Status)

このフィールドには、Cisco TMS と WebEx サイトの間の接続の状態が表示されます。 

WebEx で使用する証明書の取得

次のいずれかを実行します。

 n インストール中に Cisco TMS が生成した SSL 証明書を使用します。インストール時に HTTPS を有効
にしないことを選択した場合は、このプロセスで使用できる証明書が存在しません。 

 n 自分で証明書を生成してください。

SSL 証明書の生成

Cisco TMS が生成した SSL 証明書を使用する場合は、まず、IIS マネージャ、サーバ証明書、秘密キー
と公開キーの両方を使用して SSL 証明書をエクスポートします。

 1. 次のように、秘密キーをエクスポートします。       
 a. TMS 証明書をダブルクリックします。
 b. [詳細( Details) ]タブをクリックします。
 c. [ファイルにコピー( Copy to File) ]ボタンをクリックします。
 d. [はい( Yes) ]を選択します。
 e. 秘密キーをエクスポートします。
 f. 証明書のパスワードを入力します。       

以降の手順で使用するためにパスワードを保存します。
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 g. [個人情報交換 - PKCS #12( .PFX) ( Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX)) ]
を選択します。

 h. [次へ( Next) ]をクリックして手順を終了します。

 2. 次のように、公開キーをエクスポートします。             
 a. TMS 証明書をダブルクリックします。
 b. [詳細( Details) ]タブをクリックします。
 c. [ファイルにコピー( Copy to File) ]ボタンをクリックします。
 d. [いいえ( No) ]を選択します。      

秘密キーをエクスポートしないでください。
 e. [Base-64 暗号化 X.509( .CER) ( Base-64 encoded X.509 (.CER)) ]を選択します。
 f. [次へ( Next) ]をクリックして手順を終了します。

 3. WebEx サイトの SSO を有効にするために、WebEx SSO チームに証明書を渡します。

OpenSSL を使用した証明書の生成

 1. 次のコマンドを使用して秘密キーを生成します。                  
openssl genrsa -out tms-privatekey.pem 2048

 2. 上記の秘密キーを使用して、証明書署名要求( CSR) を生成します。                  
openssl req -new -key tms-privatekey.pem -config openssl.cfg -out tms-

certcsr.pem

 3. 次の項目を含む、要求されたデータを入力します。          
 l 国
 l 州または地域
 l 組織名
 l 組織ユニット
 l 共通名( これは Cisco TMS FQDN( 完全修飾ドメイン名) です)
 l ( 任意) 電子メール アドレス、パスワード、会社名

 4. TMS 証明書署名要求ファイル tms-certcsr.pem を、有名な認証局( CA) 、または、OpenSSL や 
Windows CA などの自己作成認証機関に送信して、署名を取得します。         
署名付き証明書 tms-cert.der を CA から受信する必要があります。

 5. 次の OpenSSL コマンドを使用して、署名付き証明書を .der から .pem に変換します。                  
openssl x509 -inform der -in tms-cert.cer -out tms-cert.pem

 6. 署名付き証明書 .pem を秘密キーと結合します。                  
openssl pkcs12 -export -inkey tms-privatekey.pem -in tms-cert.pem -out 

tms-cert-key.p12 -nametms-cert-key

これで、秘密キーを含む Cisco TMS 証明書を取得したので、[管理ツール( Administrative Tools) ] 
> [構成( Configuration) ] > [WebEx の設定( WebEx Settings) ]で Cisco TMS にアップロードしま
す。

SSO の設定および証明書のインストール

ここでは、WebEx クラウド サービス チームと協力する必要があります。クラウド サービス チーム
は、WebEx サイトをプロビジョニング( 作成) します。SSO 設定のために、クラウド サービスは SSO を
設定し、WebEx サイト用に Cisco TMS 管理者から提供された証明書をアップロードする責任がありま
す。

Cisco TMS で SSO を設定する前に、Webex クラウド サービス チームから次の情報を入手し、Cisco 
TMS と WebEx クラウドの両方で設定する必要があります。

 n パートナー名  
この値は、WebEx チームが決定または承認する必要があります。これは、すべての WebEx ユーザで一
意の値であるためです。
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 n パートナーの発行元( IdP ID)   
これは、アイデンティティ プロバイダーです。アイデンティティ プロバイダーは TMS であるため、
この値は通常、TMS 管理者によって決定されます。

 n SAML 発行元( SP ID)
これは、サービス プロバイダーです。サービス プロバイダーは WebEx であるため、この値は通
常、WebEx によって決定されます。

 n AuthnContextClassRef  
これは、認証コンテキストです。IdP は、X509 証明書、スマート カード、IWA、ユーザ名/パスワー
ドなど、異なるコンテキストのユーザを認証します。 

SSO の有効化

 1. この公開キー証明書( .CER) を WebEx SSO チームに渡すと、このチームが、この証明書を WebEx サ
イトにインストールし、Cisco TMS の SSO 設定の値を決定できるよう支援します。

 2. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [WebEx の設定( WebEx 
Settings) ]に移動します。

 3. [SSO の有効化( Enable SSO) ]を [はい( Yes) ]に設定します。     
[SSO 構成( SSO Configuration) ]セクションが表示されます。

SSO の設定および証明書のインストール

 1. [SSO 構成( SSO Configuration) ]セクションに移動します。

 2. [参照( Browse) ]をクリックして、秘密キー証明書( PFX) をアップロードします。

 3. [証明書パスワード( Certificate Password) ]フィールドに、秘密キーのパスワードを入力します。

 4. 次のフィールドに入力します。
 a. [パートナー名( PartnerName) ]。
 b. [PartnerIssuer]。 
 c. [SAMLIssuer]。
 d. [AuthnContextClassRef]。

 5. [保存( Save) ]をクリックします。
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Active Directory 参照のイネーブル化
Active Directory 参照をイネーブルにして、所定の間隔で AD からユーザ情報が Cisco TMS に自動的
にレプリケーションされるようにします。

AD 照会をイネーブルにするには：

 1. [管理ツール( Administrative Tools ) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。

 2. [Active Directory からのユーザ情報のルックアップ( Lookup User Information from Active 
Directory) ]を [はい( Yes) ]に設定します。

 3. 残りのフィールドに適切な情報を入力します。 

AD 参照をイネーブルにしない場合は、Cisco TMS に初めてログインした各ユーザが、姓、名、電子メー
ル アドレスを入力するよう求められます。 
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ルーティング

この章では、異なるプロトコルとネットワークを使用するシステムの間でコールをルーティングするため
に Cisco TMS によって使用される方法と、Cisco TMS が接続を最適化するために、ネットワーク デバ
イスを選択する方法について説明します。

Cisco TMS でルーティングを設定する前に、TelePresence ネットワーク ダイヤル計画の概要と、シス
テムが備えているプロトコルとインフラストラクチャを把握する必要があります。

ルーティングの概要 38
プロトコルおよびコール制御 40
Cisco TMS がルーティングに使用するインフラストラクチャ 42
ゾーンのしくみ 45
IP のゾーンの設定 47
ISDN ゾーンの設定 49
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ルーティングの概要
予約処理中に Cisco TMS は、次の動作のいずれかが実行されると、会議の参加者の間のルートを作成し
ようとします。

 n ユーザが [会議の保存と有効化( Save Conference) ]をクリックします。 

 n ユーザが [接続設定( Connection Settings) ]タブをクリックします。 

 n Cisco TelePresence Management Suite Extension Booking API( Cisco TMSBA) クライアントが会
議を保存します。

会議が保存されると、会議に対応するダイヤルイン番号が、主催者、参加者、またはその両方に電子メー
ルで配布されます。Cisco TMS が作成したルートは提案であるため、予約中に [接続設定( Connection 
Settings) ]タブをクリックして、別の有効なルートに変更できます。Cisco TMS がすべての参加者間の
ルートを作成できない場合は、動作が失敗し、エラーが表示されます。この場合、管理者は、ルートを作
成できるように、一部の参加者を削除するなどの変更を行うことができます。

会議が編集されて更新されるたびに、Cisco TMS は、まったく新しいルートを作成します( この場合、古
いルートは考慮されません) 。したがって、会議への変更がわずかであっても、新しいダイヤルイン番号
が作成される場合があります。

Cisco TMS 主導で、会議が再ルーティングされることはありません。これは、次のような意味となりま
す。

 n Cisco TMS がすでにルーティングしている将来の会議が存在する TelePresence Server 上の番号の範
囲を変更した場合、これらの TelePresence Server 上の将来の会議はすべて、古いダイヤル プラン
を想定しているため、手動で更新する必要があります。 

 n SIP 対応システム用に SIP で会議が予約され、その後、そのシステムで SIP が無効になった場
合、Cisco TMS は、このシステムで SIP が有効でなくなったことを理解しますが、会議は、システム
が変更される前に予約されているため、このコール レッグのプロトコルは変更されません。

Cisco TMS は、IP と ISDN の両方をルーティングできます。Cisco TMS は、システムで両方が可能な場
合は IP を優先します。IP より優先する場合は、H.323 が SIP より優先されます。

会議は、参加者の人数に応じて複数のレッグに分割でき、各レッグで異なるプロトコルを使用できます。 

この図は、複数プロトコルを使用する 8 つのレッグを含む TelePresence 会議を示しています。 
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Cisco TMSはゾーンと配信を使用して、会議に関わったシステムに応じて、使用される MCU を定義しま
す。ゾーンは、ISDN のルーティングにも使用されます。

Cisco TMSBA に依存する Cisco TMS 拡張機能を使用して予約しているときは、Cisco TMS が会議のた
めに作成したルートは編集できません。予約中にルートを編集する唯一の方法は、Cisco TMS 予約イン
ターフェイスを使用することです。 

主な参加者

ルーティングでの最も重要な Cisco TMS の概念は、主な参加者です。 

主要参加者とは、会議をホストするシステムです。 これは MCU、または、参加者が複数の場合は、マル
チサイトを備えたシステムです。 会議がポイントツーポイントであれば、いずれかのシステムをメインに
することができます。 Cisco TMS Web インターフェイスから予約している場合は、メインにする参加者
をドロップダウン メニューで選択できます。

Cisco TMS は、次の条件に基づいて、主な参加者が誰かを決定します。

 n 次の操作で選択するオプション： 
 l [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( 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) ]
 l [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference 

Settings) ] > [ルーティングでの優先 MCU タイプ( Preferred MCU Type in Routing) ]

 n 会議に、イマーシブ エンドポイント、またはイマーシブ機能のある MCU が含まれるかどうか。

 n IP/ISDN ゾーン。

 n システムが登録されているゲートキーパー。

 n ゲートウェイまたはインターワーキングが必要かどうかなど、各システムがサポートするプロトコル。

Cisco TMS は、考えられる主な参加者( すでにコール内のエンドポイント/ MCU、および Cisco TMS の
その他の MCU) すべてを使用して、考えられるすべてのルートを評価します。また、すべての( コール 
レッグではなく、会議全体の) ルートに重みを付加します。予約時に MCU を手動で会議に追加している
場合は、この MCU を含むルートが選択されます。手動で追加していない場合は、重みが最小のルートが
選択されます。予約時に主な参加者を変更するためのドロップダウンでは、この重みに基づく順序で表示
されます。

次のことに注意する必要があります。

 n 各会議の主な参加者は 1 名のみです。

 n 会議が開始された後は、主な参加者を変更できません。

 n 主な参加者の接続が切断されると会議全体が終了するため、この接続は切断できません。

 n 通話の 2 つの側の 1 つが MCU の場合は、MCU が常にメイン システムとなります。

 n Cisco TMS はメイン システムと通信し、会議の接続切断とミュートの要求を送信します。

 n Cisco TMS はメイン システムを監視し、会議制御センターの会議情報を提供します。

デフォルトでは、スケジュールされた会議で主要参加者はすべての電話をかけますが、One Button To 
Push 会議では、代わりにシステムが主要参加者に電話をかけます。また、システムが主な参加者に電話
をかけるように、予約時に会議の接続設定を編集することもできます( Cisco TMS 予約インターフェイス
を使用している場合) 。これは、Cisco TMSBA を使用して行うことはできません。ここでは、このオプシ
ョンを、カスケードされた会議用に編集することはできません。

会議制御センターで進行中の会議への変更は、主な参加者のみに実行され、その後、主な参加者が他のす
べての参加者に対してそれを実行します。たとえば、すべてミュートや接続切断です。
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プロトコルおよびコール制御
2 者間の相互接続でのように、IP および ISDN の両方が Cisco TMS でサポートされます。

IP

最新のシスコ テレプレゼンス配置では、2 つのコール制御ソリューション( Cisco TelePresence VCS 
または Cisco Unified Communications Manager のいずれかの選択が可能) があります。 

それぞれの機能は、次のとおりです。

 n Cisco TelePresence VCS 
 l SIP レジストラ
 l H.323 ゲートキーパー
 l Cisco Unified CM へのコールをルーティング可能

 n Cisco Unified Communications Manager 
 l SIP のみ 
 l Cisco VCS へのコールをトランク可能

Cisco VCS の設定の詳細については、以下を参照してください。

『Cisco TelePresence Video Communication Server Administrator Guide』

Cisco Unified CM で Cisco VCS を設定するには、以下を参照してください。

『Cisco TelePresence Video Communication Server Cisco Unified Communications Manager 
Deployment Guide』

Cisco TMS は、次のレガシー コール制御システムもサポートします。

 n TANDBERG ゲートキーパー

 n TANDBERG ボーダ コントローラ

 n 一部のサードパーティ ゲートキーパー

コール制御ソリューションの選択は、Cisco TMS によるスケジュール済みコールのルーティング方法を指
示します。たとえば、Cisco Unified CM に登録されているシステムの場合、Cisco TMS は、システムが 
SIP のみを使用できると想定します。 

ISDN

Cisco TMS は、以下をサポートします。

 n ISDN ネットワークとダイヤル プラン設定。

 n 混合ネットワーク( ISDN -> IP および IP -> ISDN のルーティングが可能) 。 

 n IP および ISDN の両方の機能を持つエンドポイント。 

 n ISDN 上の IP サイト間の接続。

コール プロトコルはどのように優先順位が付けられるか

デフォルトでは、Cisco TMS は、SIP よりも H.323、ISDN よりも IP を優先します。ゾーンを使用し
て、Cisco TMS が IP と ISDN のどちらを優先するかを指定できます。「ゾーンのしくみ [p.45]」を参
照してください。

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference 
Settings) ]で次の設定を行うことができます。
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 n [E.164 エイリアスよりも H.323 ID を優先する( PreferH.323 ID over E.164 Alias) ]：H.323 を
使用時に H.323 ID または E.164 エイリアスののいずれを優先してダイヤルするかを選択します。

 n [通話のルーティング時にフラットな H.323 ダイヤル計画を使用する( UseFlat H.323 Dialing Plan 
When Routing Calls) ]：Cisco TMS が、各システムがすべてのシステムにダイヤルできることを前提
とします。

[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムを選択し、[設
定( Settings) ] > [TMS スケジューリング設定( TMS Scheduling Settings) ]でスケジューリングの
個々のシステムにいずれのプロトコルを許可するかを指定できます。
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Cisco TMS がルーティングに使用するインフラストラクチ
ャ

MCU

MCU( マルチポイント コントロール ユニット) は、ポート割り当てに応じて同時に多数の会議をホスト
できる会議ブリッジです。参加者がダイヤルインすることも、MCU で参加者にダイヤルアウトすることも
できます。Cisco TMS は、数多くのさまざまなモデルの MCU をサポートします。最新の Cisco 
TelePresence 導入では、最高のパフォーマンスを得るために、以下を推奨しています。

 n Cisco TelePresence MCU シリーズ   

 n Cisco TelePresence Server

それぞれの MCU ポートに番号( 最初のポートは 1 から開始するなど) 、およびエイリアス( SIP 
URI/H.323 ID/E.164 エイリアス) が Cisco TMS により付与されることに注意してください。繰り返し
の予約の場合、Cisco TMS は、    すべての繰り返しに同じポート番号とエイリアスを使用します。

どのタイプの MCU を    Cisco TMS がスケジュール済み会議にデフォルトとして使用するかは、[管理
ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference 
Settings) ]>    [ルーティングでの優先 MCU タイプ( Preferred MCU Type in Routing) ]で指定でき
ます。

MCU がルーティングを使用するタイミングは、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( 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) ]で指定できます。

複数の同様の MCU が Cisco TMS にある場合、MCU は、会議参加者が属するゾーンと、会議のシステム
の機能セットに基づいて選択されます。イマーシブ システムを含む会議は、使用可能であれば、Cisco 
TelePresence Server を使用します。そうでない場合は、任意の MCU を Cisco TMS で選択できます。

Smart Scheduler など、Cisco TMSBA に依存する拡張機能を使用して予約する場合は、[管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference Settings) ]
で、デフォルトの会議設定を変更することはできません。 

分散

管理者は、複数の MCU にわたるルーティングを計算するように Cisco TMS を設定して、コストと帯域幅
の両方または一方を減らすか、最高品質を実現することができます。これは、カスケードと呼ばれま
す。「分散( ルーティング モード)  [p.159]」を参照してください。

Cisco TMS が 1 つの MCU にすべての参加者に収めることができない場合は、予約中にエラーでユーザ
に通知され、カスケードは自動的には実行されません。ユーザは、ベスト インプレッションまたは最小コ
スト配布を選択して、複数の MCU でコールをカスケードする必要があります。このために、カスケード
は、Cisco TMS 予約インターフェイスを使用した予約時にのみ可能です。Cisco TMSBA を使用してカス
ケードすることはできません。

分散に関しては、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設
定( Conference Settings) ]>    [ルーティングでの優先 MCU タイプ( Preferred MCU Type in 
Routing) ]の設定が無視されることに注意してください。 

カスケードでは、すべての MCU の使用がサポートされるわけではなく、TelePresence Server などの使
用はサポートされていません。 

手動でのカスケードの設定時に、さまざまなモデルの MCU をカスケードに使用することは、Cisco TMS 
ではサポートされていません。

分散型会議を予約すると、すべての MCU が、異なる会議ダイヤルイン番号を生成し、そのすべてが参加
者への確認メールに含まれます。最初の MCU の使用可能なポートの番号に対応する参加者の番号に電話
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がかけられると、次に電話をかけた参加者にはエラー メッセージが表示されるため、この参加者は、リス
トの次の番号に電話をかける必要があります。

次の図は、2 つの MCU でカスケードされた会議を示しています。

ダイヤルインには、指定 IP ゾーンがないことに注意してください。

Cisco TMS は、ブリッジからポート番号を読み取りますが、その品質が SD と HD のどちらであるかは
認識しません。これを区別するには、TelePresence Conductor の使用を推奨します。 

Cisco TelePresence Conductor

MCU の前に Cisco TelePresence Conductor を使用している場合は、Cisco TMS によ
り、TelePresence Conductor が会議で使用する MCU を決定することが許可されます。

ゲートキーパー

2 つ以上のシステム間のルートを作成するときに Cisco TMS は、システムが登録されているゲートウェ
イが同じか、異なるかを調べます。

システムが同じゲートキーパーに登録されている

Cisco TMS は、これらが互いにダイヤルできることを認識します。ゲートキーパーを Cisco TMS に登録
している必要はなく、サポートされていないサードパーティのゲートキーパーにすることもできま
す。Cisco TMS は、ゲートキーパー IP アドレスの値が両方のシステムで同じであるかどうかを確認する
だけです。

システムが異なるゲートキーパーに登録されている

Cisco TMS は、2 つのシステムが相互にダイヤルできるかどうかを理解するために、ゲートキーパー間に
関係があるかどうかを把握する必要があります。
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ゲートキーパーが Cisco TMS に登録されている場合は、互いにダイヤルできるかどうかを確認するため
に、ゲートキーパーでのネイバー ゾーンまたはクラスタ関係を調べます。

ゲートキーパーが Cisco TMS にない場合は、その間に関係がないと想定し、IP ダイヤルを使用します。

ドメイン URL で IP ゾーンを設定している場合、Cisco TMS は相互にダイヤルするシステムにこれを使
用できることを理解します ( 「ゾーンのしくみ [p.45]」を参照してください) 。

ISDN ゲートウェイ

ISDN ゲートウェイは、IP ネットワークが ISDN にコールアウトし、ISDN が IP ネットワークにコール
インできるようにします。

ゲートウェイは、Cisco TMS に追加する必要はありません。そのゾーンのいずれのプレフィックス シス
テムが ISDN にダイヤルする必要があるかを Cisco TMS が把握するように、単に IP のゾーンにゲート
ウェイ情報を追加するだけです ( 「ゾーンのしくみ [p.45]」を参照してください) 。

Cisco TelePresence MCU の拡張設定 DID マッピング

Cisco TMS の 1 つの Cisco TelePresence MCU の設定では、直接着信ダイヤル( DID) マッピングを実
施して、スケジュール済み会議の ISDN ダイヤルインとして Cisco TMS が使用できる DID 番号のリス
トを作成できます。Cisco TMS は、この MCU 上の会議にすでに設定されている E.164 エイリアスと番
号を照合します。これは、TCS4 ダイヤルインを使用する代わりに、予約された会議の ISDN ダイヤルイ
ン番号を生成できることを意味します。

DID マッピングを設定しない場合は、IP ゾーンのゲートウェイのダイヤルイン ISDN 番号を設定できま
す。その後、Cisco TMS は、ゲートウェイの ISDN 番号と「*」、および参加する会議のエイリアスを使
用してダイヤルインを作成します。

Cisco Unified Communications Manager

システムが Cisco Unified CM によってプロビジョニングされ、Cisco VCS へのトランクがある場
合、Cisco TMS は次のようになります。

 n サポートする場合でも、システムに H.323 を使用しません。 

 n システムに IP ダイヤルを使用しません。

 n Cisco Unified CM と Cisco VCS の間のトランク が正しく設定されていることを確認できませ
ん。Cisco TMS は、それ自体が正しく機能することと、Cisco VCS と Cisco Unified CM が相互に相
手にコールをルーティングできることを想定します。

 n Cisco Unified CM に SIP トランクされた MCU または Cisco TelePresence Server をサポートし
ません。これらは、Cisco VCS に登録する必要があります。

 n Cisco Unified CM を通過する通話に最上位レベル ドメインを常に付加します。Cisco VCS がこの種
のダイヤル プランと番号設定方式を受け入れることを確認してください。

 n 1 つの Cisco Unified CM クラスタ( 1 つの最上位レベル ドメイン) のみをサポートします。
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ゾーンのしくみ
IP ゾーンおよび ISDN ゾーンは、システムの接続先ネットワークを Cisco TMS に認識させるために使
用する管理上定義された概念です。この機能により、ユーザは、通話が可能であるかどうか、どの数字を
プレフィックスや電話コードに追加する必要があるか、またはどのネットワーク プロトコルを使用するか
について自分で解決する必要がなくなります。 

インストール時に Cisco TMS は、両方とも「Default」という名前で、IP ゾーンおよび ISDN ゾーンを
作成します。単一の場所に収まらないネットワークを設定するには、インストール後により多くのゾーン
を追加する必要があります。管理者は、自分のネットワークを表すゾーンを定義し、Cisco TMS のシステ
ムはこれらのゾーンに関連付けられます。

 n 同じ IP ゾーンのシステムは、Cisco TMS により予約されている場合、デフォルトでは IP を使用して
常に接続します。 

 n ある場所のシステム間に ISDN だけを使用する場合は、それらを ISDN ゾーンの一部にする必要があり
ます。 

 n ISDN で決して接続しないシステム( ゲートウェイを介したものを除く) を ISDN ゾーンの一部にして
はなりません。

Cisco TMS のゾーンにより、システムおよび MCU は、次の場合に、正しい国際ダイヤル コード、プロト
コル、および通信技術を使用できるようになります。 

 n 国( 同じ国内の市外局番) の間で ISDN を使用するとき。

 n システムで IP を使用するか ISDN を使用するかを選択するとき。

 n ISDN ゲートウェイ使用時に IP システムの正しいプレフィックスを挿入するとき。

ISDN ゾーン

ISDN ゾーンは、ある場所の ISDN ネットワークを定義します。場所は、すべてのシステムが同じ ISDN 
ダイヤル動作を共有する領域です。場所を建物ほど小さくすることもまたは都市全体や国ほど大きくする
こともできますが、ゾーンに割り当てられているすべてのシステムが次の ISDN ダイヤル情報を共有する
必要があります。

 n [国/地域( Country/Region) ]：使用するダイヤル ルールを定義します。たとえば、国際コールの場合
に、011 と 00 のどちらをダイヤルするかを定義します。

 n [市外局番( Areacode) ]：長距離ダイヤルについて、Cisco TMS が判断できるようにします。

 n [回線プレフィックス( Line prefixes) ]：PBX からの外線取得用の 9 発信などのプレフィックス番
号を定義します。

 n [内部通話用のダイヤルの桁数( Digits to dial for internal calls) ]：同じ ISDN ゾーンのシス
テム間でコールを行ったときにダイヤルする桁数。たとえば、PBX を使用していれば、2 つのローカル 
システム間でダイヤルする必要があるのは最後の 4 桁のみの場合があります。

 n [市外局番ルール( AreaCode Rules) ]：市内および長距離通話に関して、さらに Cisco TMS のダイヤ
ル動作を調整するために使用します。

ネットワークを表すために必要な ISDN ゾーンの個数は、存在する異なる ISDN ダイヤル動作の数によっ
て異なります。システムが上記プロパティに同じ設定を共有する場合は、同じ ISDN ゾーンを共有できま
す。

Cisco TMS のすべての ISDN 番号は「完全修飾番号」として保存されます。番号は国番号を含む完全な番
号として、入力され、表示されます。たとえば、米国の電話番号は + 1 555 7094281 と表示され、ノル
ウェーの電話番号は +47 67125125 のように表示されます。Cisco TMS( ISDN ゾーン付き) は、管理す
る任意のシステムが正しくダイヤルできるように番号を変更する方法を知っているため、世界中のすべて
のシステムが同じ番号を使用できます。詳細については、次を参照してください：ISDN ゾーンの設定 
[p.49]

IP ゾーン

IP ゾーンは次の 2 つの役割を実行します。
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 n IP ネットワークの地域性の概念を作成する。

 n ゲートウェイおよび URI ダイヤルを使用して IP ネットワークから接続するための情報を提供する。

IP ゾーンは、純粋な論理エンティティで、必ずしも、ネットワーク セグメントの物理的な境界にマッピ
ングされません。Cisco TMS は、どのシステムを、互いに近い、またはローカルであると見なすことがで
きるかを決定するために IP ゾーンを使用します。これは、たとえば、MCU の選択( ローカル MCU が優
先される可能性があります) に影響します。IP ゾーンは、システムの接続先ネットワークに関するゲート
ウェイおよびダイヤル情報も提供します。組織にサイト間の広範囲 IP 接続がなく、特定の接続時に 
ISDN を使用することを優先する場合には、IP ゾーンはこのための制御も提供します。詳細については、
次を参照してください：IP のゾーンの設定 [p.47]

IP-ISDN-IP 通話

これらの通話は 2 つのゲートウェイを通過し、他の通話に比べ、より低い接続成功率およびより低い品質
になる場合があります。低い通話品質が原因で、IP-ISDN-IP 通話は最も低い優先順位の通話ルートにな
ります。

ただし、ISDN 帯域幅のないシステム間では IP-ISDN-IP 通話が唯一の通話代替手段である可能性があり
ます。

[これらの IP ゾーンに対して IP 通話より ISDN を優先( Prefer ISDN over IP calls to these IP 
Zones) ]が定義され、いずれのシステムにも ISDN 帯域幅がない異なる IP ゾーンの 2 つのシステム間
でコールを発信する場合は、ゾーンに定義されている ISDN ゲートウェイ経由で通話を接続することによ
り、Cisco TMS がこれらの IP 通話を許可するように、ゾーンに対して [IP-ISDN-IP を許可( Allow 
IP-ISDN-IP) ]をイネーブルにする必要があります。この設定をイネーブルにしないと、通話は Cisco 
TMS で許可されません。  

前提条件 

IP-ISDN-IP ルーティングを Cisco TMS で使用するには、TCS-4 デリミタとして * を使用するように 
ISDN ゲートウェイを設定する必要があります。これは多くのゲートウェイでデフォルト設定ですが、一
部では変更または設定が必要になることがあります。  

TCS-4 ダイヤルの詳細については、ISDN ゲートウェイのマニュアルを参照してください。
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IP のゾーンの設定
IP ゾーンを設定する場合は、ゲートウェイを使用するためにダイヤルするプレフィックスを指定します。
ゲートウェイを直接指定せずに、プレフィックスを指定することで、ロード バランシングされたゲートウ
ェイと、Cisco TMS でサポートされていないゲートウェイを使用する柔軟性が Cisco TMS に生じます。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [場所( Locations) ] > [IP ゾーン( IP Zones) ]に移
動します。

 2. [新規( New) ]をクリックします。

 3. 次の表で説明されているフィールドに入力します。                 

セクションおよびフィールド 説明

IP ゾーン( IP Zone)  

名前( Name) IP のゾーン名を設定します。

ゲートウェイ リソース プー
ル( Gateway Resource Pool)

 

ISDN ゾーン( ISDN Zone) 次のゲートウェイ プレフィックスがいずれの ISDN のゾーンを使用す
るか指定します。 この設定が指定されていない場合はゲートウェイ 
リソース プールが正しく機能しないことに注意してください。

URI ドメイン名( URI Domain Name) Cisco TMS は、この設定が入力された 2 つの場所の間で、URI ダイヤ
ルを常に使用し、このページの下部で定義された IP/ISDN プリファレ
ンスを無視します。

ゲートウェイ自動プレフィック
ス( Gateway Auto Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンからビデオ ISDN 番号をダイ
ヤルするために必要なプレフィックス。

ゲートウェイ電話接続のプレフィッ
クス( Gateway Telephone Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンからオーディオ ISDN 番号を
ダイヤルするために必要なプレフィックス。

ゲートウェイ 3G 接続のプレフィッ
クス( Gateway 3G Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンから 3G 携帯電話番号をダイ
ヤルするために必要なプレフィックス。

ISDN ダイヤルイン番号( Dial-in 
ISDN Number)

これらの番号は、Cisco TMS が通話のルーティングを行う場合
に、+15551231234*99999 のような TCS-4 番号を生成するために使用
します。 

 l PSTN から IP ゾーン内へ。 
 l 3G ネットワークから IP ゾーンへ。            

設定が保存されると、これらの番号は、両方とも認定番号として示さ
れます。 

3G 用 ISDN ダイヤルイン番
号( Dial-in ISDN Number for 3G)

IP-ISDN-IP を許可( Allow IP-ISDN-
IP)

IP-ISDN-IP 通話を許可し、2 台の異なるゲートウェイで実行するに
は、チェックをオンにします。 詳細については、「IP-ISDN-IP 通話 
[p.46]」を参照してください。

これらの IP ゾーンに対して IP 通
話より ISDN を優先( Prefer ISDN 
over IP calls to these IP Zones)

以下の IP ゾーンのリスト。

 l ISDN が IP よりも優先される。 
 l IP が、ISDN よりも優先される。

リストは、IP ゾーン間の通話をスケジュールする場合に使用されま
す。 リスト間でゾーンを移動するには、項目を選択し、矢印ボタンを
クリックします。

これらの IP ゾーンに対して ISDN 
より IP 通話を優先( Prefer IP 
calls over ISDN to these IP 
zones)

1 つ以上のシステムでのゾーン設定

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [場所( Locations) ] > [IP ゾーン( IP Zones) ]に移
動します。
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 2. リストの IP ゾーン名にマウスのカーソルを合わせ、ドロップダウン メニューを使用して、[システム
に設定( Set On Systems) ]を選択します。

 3. この特定の IP ゾーンに関連付けるシステムを選択します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。
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ISDN ゾーンの設定
 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [場所( Locations) ] > [ISDN ゾーン( ISDN Zones) ]

に移動します。

 2. [新規( New) ]をクリックします。

 3. 次のフィールドに入力します。                 

セクションとフィールド 説明

一般( General)  

ISDN ゾーン名( ISDN Zone Name) ISDN ゾーンの名前。

国/地域( Country/Region) このゾーンが位置する国。 これにより Cisco TMS は、正し
い国番号と国際ダイヤル プレフィックスを選択できるように
なります。

市外局番( Area Code) この ISDN ゾーンが位置する市外局番。 これにより Cisco 
TMS は、正しい市外局番ルールを選択できるようになりま
す。

回線( Line)  

外線にアクセスして市内電話をかける場合にダ
イヤル( To access an outside line for 
local calls, dial)

この ISDN ゾーンの外線を取得するために必要なプレフィッ
クス。

外線にアクセスして長距離電話をかける場合に
ダイヤル( To access an outside line for 
long distance calls, dial)

この ISDN ゾーンの長距離電話の外線を取得するために必要
なプレフィックス。

内部通話( Internal Calls)  

内部 ISDN 通話に使用するための桁数( Number 
of digits to use for internal ISDN calls)

ゾーンのシステム間での内部ダイヤルに使用される桁数。 番
号の最初の桁は、この ISDN ゾーンのシステム間でダイヤル
するときに番号から削除されます。

例

ストックホルムのスウェーデンの電話番号は、次のように構成されています。

国コード( +46) 、市外局番( 08) 、市内番号( 12345678)

次に、ダイヤリング パターンは、次のようにする必要があります。

 n ストックホルム内から：市内番号 12345678 だけをダイヤルします。

 n ヨーテボリから( 国内、市外局番外) ：08 12345678 をダイヤルします。

 n スウェーデン国外から：+46 8 12345678 をダイヤルします。

8 の前の 0( 市外局番) は、外国からこの番号にダイヤルする場合には除外する必要があります。したが
って、これは市外局番の一部ではなく、市外局番間でダイヤルするためのプレフィックスとみなされま
す。

システムは、ISDN 市内番号 12345678 だけで設定し、ISDN ゾーンで正しい市外局番および国番号を設
定する必要があります。ISDN のゾーンでは、市外局番は 8 だけとして保存する必要があります。これ
は、Cisco TMS が、スウェーデンの市外局番の間でダイヤルする場合に 8 の前に 0 を追加し、スウェー
デン外からダイヤルする場合に、+46 を追加するためです。

これらのルールには、いくつかの例外があります。Cisco TMS は、これらの例外を実装するように設定し
ます。

 n ノルウェーなどの一部の国は、市外局番を使用しません。したがって、これらの国では、ISDN ゾーンの
市外局番フィールドは空のままにする必要があります。有効な番号の例は、+47 12345678 です。
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 n イタリアなどの他の国では、外国からダイヤルする場合でも、市外局番の先頭に 0 が付きます。つま
り、イタリアの ISDN ゾーンでは、市外局番の先頭に 0 を付ける必要があります。有効な番号の例は 
+39 02 12345678 です。

 n 市外局番内でダイヤルする場合と国内でダイヤルする場合には市外局番の先頭に 0 を付けるが、外国か
らダイヤルする場合は先頭の 0 を除外する国もあります( スイスなど) 。Cisco TMS は、これを認識
するように設定します。つまり、スイスの ISDN ゾーンの市外局番では、先頭に 0 がない市外局番だ
けを指定します。例：+ 41 33 1234567 および 033 1234567。

市外局番のルールの作成

市外局番のルールは、10 桁のダイヤルと市外局番のオーバーレイを設定するために、一般に、米国で使用
される ISDN ゾーンに追加されます。市外局番のルールは、ある市外局番( その場所に設定された市外局
番) から他の市外局番に ISDN 番号をダイヤルする方法を決定します。

米国の電話番号( +1( 123) 456-7890 など) で、市外局番はカッコ内の数字( 123) であり、プレフィッ
クスは番号 456 です( この例の場合) 。

ある場所の市外局番のルールを追加または編集するには、次の手順を実行します。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [場所( Locations) ] > [ISDN ゾーン( ISDN Zones) ]
に移動します。

 2. 既存のゾーンをクリックして、そのゾーンを表示します。または、[新規( New) ]をクリックし、上記
の手順に従って、新しいゾーンを作成を開始します。

 3. ISDN ゾーンの市外局番に対する既存のルールの概要を開くには、ISDN ゾーンを表示または編集すると
きに、[市外局番のルール( Area Code Rules) ]をクリックします。

 4. 既存のルールをクリックするか、[新規( New) ]をクリックして新しいルールの作成を開始します。

 5. 次のフィールドに値を入力します。 

フィールド 説明

この市外局番から以下の市外局番へダイ
ヤルする場合( When dialing from this 
area code to the following area 
code)

このルールを適用する必要がある市外局番を指定します。 たとえ
ば、555 をダイヤルするたびにルールを適用する場合は、このフ
ィールドに 555 と指定します。

次のプレフィックスを指定( With the 
following prefixes)

プレフィックスは、基本番号の最初の 3 桁です。 上のフィールド
の市外局番に発信されたすべてのコールにルールを適用する場合は
空白のままにします。

市外局番を含む( Include Area Code) コールに上で指定した市外局番を含むルールにする場合は、これを
オンにします。 米国では、10 桁ダイヤルをイネーブルにするため
にチェックします。

ダイヤルの前に次をダイヤル( Before 
dialing, also dial)

この市外局番ルールにより作成されたダイヤル文字列の前に( 上記
の最初の 2 個のフィールドで指定された市外局番とプレフィックス
の前に) 含める文字列をここに入力します。

外部回線のためのストリップ桁( Strip 
digits for zone's local outside line 
access)

外部回線プレフィックス( [管理ツール( Administrative Tools) ] 
> [場所( Locations) ] > [ISDN ゾーン( ISDN Zones) ] >[回
線( Line) ]セクションで設定) を削除するにはチェックしてオンに
します。

 6. [保存( Save) ]をクリックします。

市外局番のルールを使用する場合、ISDN ゾーンのプレフィックスは引き続き使用されますが、国内のダ
イヤル動作( 1 の挿入など) は、Cisco TMS で無視されます。
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1 つ以上のシステムでのゾーン設定

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [場所( Locations) ] > [ISDN ゾーン( ISDN Zones) ]
に移動します。

 2. ゾーンにマウスのカーソルを合わせ、プルダウン矢印を使用します。[システムに設定( Set on 
System) ]をクリックします。

 3. この特定の ISDN ゾーンに関連付けるシステムを選択します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。
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システム管理の概要

この章では、管理できるさまざまなシステム タイプを示し、これらを管理できるさまざまな方法、および
組織のネットワークの内部および外部にあるシステムと Cisco TMS がどのように通信するかを説明しま
す。

サポートされるシステム 53
Cisco TMS によるエンドポイントの管理方法 54
インフラストラクチャ システム 56
ファイアウォール/NAT の背後のシステム 57
Cisco TMS にシステムを追加する方法 59
Cisco TMS と管理対象システムの通信方法 61
永続設定の動作 64
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サポートされるシステム

Cisco TMS でサポートされるシステム タイプ

テレプレゼンス配置のすべてのシステムは、Cisco TMS に追加できます。

 n テレプレゼンス エンドポイント

 n Cisco VCS およびレガシー ゲートキーパー

 n MCU および TelePresence Server

 n Cisco Unified CM や Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 などのマネージャ システム。

 n Cisco TelePresence Conductor

 n ゲートウェイ

 n コンテンツ サーバおよび記録サーバ

Cisco TMS または Cisco TMSPE で直接サポートされないエンドポイントまたは機器は、[会議
室( Room) ]または機器として追加でき、システムの制御はできませんが、予約で使用できるようになり
ます。

システムの場所

Cisco TMS に追加されたすべてのシステムには、ネットワーク上の場所に基づいてシステム接続ステータ
スが提供されます。これらの分類で、使用可能な Cisco TMS 機能が決定します。

 n 組織のネットワーク上のシステムには、最も広範な管理サポートがあります。インフラストラクチャ シ
ステムは、組織のネットワーク上にある必要があります。これらのシステムの接続は、[LAN で接続可
能( Reachable on LAN) ]としてレポートされます。

 n パブリックのエンドポイントは、組織のネットワークのエンドポイントと同様に動作します。このシス
テムの接続は、[パブリックインターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]として
説明されます。

 n ファイアウォール/NAT の背後にあるエンドポイントでは、予約、ソフトウェア アップグレード、電話
帳、およびレポートがサポートされます。これらのシステムのシステム接続は、[ファイアウォールの背
後( Behind Firewall) ]として報告されます。

 n Cisco TMS で到達可能でないシステムが予約でサポートされていることがあります。このようなシステ
ムのシステム接続ステータスは [アクセス不能( Inaccessible) ]です。
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Cisco TMS によるエンドポイントの管理方法
Cisco TMS がエンドポイントを管理する方法および使用できる機能は、追加方法によって異なります。

 n エンドポイントを直接 Cisco TMS に追加すると、システムを最も広範に制御できます。

 n Cisco TMSPE を使用してエンドポイントをプロビジョニングしても、エンドポイント自体は Cisco 
TMS に追加されません。

 n すでに Cisco Unified CM に登録されているエンドポイントを       Cisco TMS に追加すると、限られた
管理オプションが提供されます。

 n エンドポイントを会議室または機器として追加することは、通常、直接 Cisco TMS でサポートされて
いないシステムに対して行われます。

Cisco TMSPE プロビジョニングを除くすべての管理モードで、エンドポイントは Cisco TMS で予約可能
になります。

Cisco TMS 制御

他のアプリケーション管理層なしで Cisco TMS で追加されたシステムは、ほとんどのサービスを使用で
きます。

 n Cisco TMS Web インターフェイスからシステム設定を表示および編集します。

 n 設定をバックアップおよび復元します。

 n システムのローカルな変更が定期的に上書きされるように永続テンプレートを使用します。

 n 問題がある場合に Cisco TMS システムに発行されるチケットを取得します。

 n ソフトウェアをアップグレードします。

 n 電話帳を使用できるようにします。

 n 会議制御センターを使用して会議をモニタします。

 n システムの使用状況のレポートを取得します。

 n 会議の参加者としてシステムを予約します。

Cisco TMS で制御されるシステムの追加については、「システムの追加 [p.67]」を参照してください。

Cisco TMSPE プロビジョニング

次の機能は、Cisco TMSPE でプロビジョニングされているシステムで使用できます。

 n ソフトウェア アップグレード

 n 電話帳( Cisco TMS 制御システムとは異なる方法で機能します)

 n 限定された会議制御/モニタリング

 n レポート( ユーザ CDR)

これらのシステムは、会議の参加者として予約できないことに注意してください。

また、プロビジョニングされた後、Cisco TMS にエンドポイントを追加することもできますが、推奨され
ません。正規の電話帳の処理は行えず、管理設定を適用するオプションはディセーブルです。 

詳細については、「プロビジョニング [p.128]」を参照してください。

Cisco Unified CM 登録

次のフィーチャ セットが、Cisco Unified CM に追加される前に Cisco TMS に登録されたシステムで使
用できます。
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 n 予約( Booking)

 n 表示設定( View settings)

 n 会議制御センター( Conference Control Center)

 n チケット( Tickets)

Cisco Unified CM に登録されたシステムでは、ログが少なくなり、Cisco TMS から使用できるロギング
情報も少なくなります。

システムがサポートされていることを確認し、Cisco TMS に追加する方法については、「Cisco Unified 
CM および登録されたエンドポイントの追加 [p.71]」を参照してください。

会議室

サポートされていないシステムを会議室または機器として追加すると、そのシステムが Cisco TMS で予
約可能になりますが、他の機能へのアクセスは許可されません。

これらのシステムを追加する手順については、「システムの追加 [p.67]」を参照してください。
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インフラストラクチャ システム
コール制御と会議用のインフラストラクチャ システムは次でサポートされています。

 n 設定の表示および編集

 n レポート

 n モニタリング

 n 予約

 n チケット

インフラストラクチャ システムを NAT/ファイアウォールの後ろに置くことはできないことに注意してく
ださい。これらは、組織のネットワーク内に含まれている必要があります。

事前登録も、インフラストラクチャ システムではサポートされません。

予約

MCU や TelePresence Server などのインフラストラクチャ システムの予約は自動的に処理されます。
ユーザは、MCU をアクティブに追加する必要はありませんが、そうすることもでき、自動 MCU 選択を変
更することもできます。

予約への TelePresence Conductor などのシステム、またはコンテンツおよび記録サーバの追加は任意
です。

予約( Reservation)

MCU またはゲートウェイが会議タイプ [予約( Reservation) ]で予約されている場合、そのユニットの
すべてのポートとリソースが予約され、スケジュール時間の間、そのユニットはそれ以上の予約に使用で
きなくなることに注意してください。

モニタリング

Cisco TMS は、3 分ごとにポーリングすることによって、インフラストラクチャ システムのステータス
を継続的にモニタします。Cisco TMS がシステムをポーリングする方法の詳細について
は、「TMSDatabaseScannerService [p.17]」を参照してください。

ソフトウェア バージョン

Cisco TMS インターフェイスからのインフラストラクチャ システム ソフトウェアのアップグレードはで
きません。

インフラストラクチャ システムのソフトウェアが以前のバージョンにダウングレードした場合、Cisco 
TMS が正しく設定を読み込めない可能性があります。システムを Cisco TMS から消去し、ダウングレー
ド後に再度追加すると、この問題は解決します。
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ファイアウォール/NAT の背後のシステム
ファイアウォールまたは NAT の背後にあるシステムは、予約、ソフトウェア アップグレードの入手、電
話帳の受信をサポートし、Cisco TMS で作成された統計情報の一部になります。

ブート時と 15 分ごとに、これらのシステムがキープアライブ信号を送信し、Cisco TMS が応答しま
す。Cisco TMS は、これらの交換以外では外部システムに接続できません。したがって、リモート エン
ドポイントのシステム ステータス情報は制限されます。

Cisco Unified CM

Cisco Unified CM 登録システムはファイアウォールまたは NAT の背後に配置してはいけないことに注
意してください。

予約

いくつかの制約事項が、ファイアウォールの背後にあるエンドポイントを含む会議の予約時に適用されま
す。

 n Cisco TMS はファイアウォールの背後にあるエンドポイントによるダイヤルアウトを許可できませ
ん。 したがって、エンドポイントにダイヤルするか、エンドポイントを操作している人が会議に手動
でダイヤルインする必要があります。

 n [自動接続( Automatic Connect) ]としてファイアウォールの背後に複数のエンドポイントがある会議
を予約する場合は、その会議に、組み込み型マルチサイト サポートの MCU またはローカル エンドポ
イントを含める必要があります。 
[自動接続( Automatic Connect) ]によるポイントツーポイント会議は、ファイアウォール /NAT の
背後にある 2 台のシステムでは機能しませんが、エンドポイントのいずれかがローカルであれば、想
定どおりに機能します。

統計情報およびモニタリング

HTTP フィードバックを Cisco TMS に送信することにより、LAN にあるシステムの場合と同様に、リ
モート システムの統計情報およびモニタリングが機能します。 

 n ステータスおよび詳細なコール情報( status.xml  および history.xml) は 15 分ごとに Cisco TMS 
に送信されます。

 n システムの設定( configuration.xml) に対して行われた変更もキープアライブ信号とともに 15 分ご
とに送信されます。

ファイアウォールの背後にあるシステムのアドホック コールは、コールに関する情報を取得するために 
TMSLiveService がシステムに接続できないため表示されません。詳細については、「TMSLiveService 
[p.16]」を参照してください。

ソフトウェア アップグレード

ファイアウォール/NAT の背後のシステム用にアップグレードをスケジュール設定した場合、次のように
なります。

 1. Cisco TMS は、アップグレードが成功したとレポートしますが、アップグレードは保留されています。

 2. 次回に Cisco TMS がシステムからブート イベントを受け取ると、システムはアップグレードがスケ
ジュールされているという通知を受け取ります。ブート イベントへの応答で、Cisco TMS は、エンド
ポイントにソフトウェア パッケージを取得できる URL を送信します。 
この URL は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( 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) ] 
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ペイン > [ダウンロード可能なソフトウェア パッケージ用 URL( URL Where Software Packages 
Can Be Downloaded) ]で定義されます。 

アップグレードの手順については、「Cisco TMS 制御エンドポイントのアップグレード [p.75]」を参照
してください。

電話帳

社内電話帳はシステムが LAN 上にある場合と同様に機能します。エンドポイントは、Cisco TMS からの
電話帳情報を要求し、応答が検索結果として返されます。

レガシー グローバル電話帳の形式は、リモート システムではサポートされません。

構成テンプレート

リモート システムの場合は、システムを Cisco TMS に追加することで構成テンプレートを適用できま
す。変更された場合は、更新後 15 分以内に適用されます。

設定のバックアップと復元

設定のバックアップおよび復元イベントも、エンドポイントからのキープアライブ信号への応答としてス
ケジュールされ、実行されます。

リモート システムの設定バックアップのサポートには、次の制限事項があることに注意してください。

 n [ナビゲータ( Navigator) ]の [設定の比較( Compare Settings) ]タブは使用できません。

 n [バックアップ/復元の活動状況( Backup/Restore Activity Status) ]リストのステータスは正確では
ありません。

システムの置換

システムの置換機能は、リモート システムでは使用できません。システムのスワップの詳細について
は、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。
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Cisco TMS にシステムを追加する方法
Cisco TMS がシステムを正常に追加すると、システムが Cisco TMS と通信するために必要な管理設定は
自動的に実行されます。 

これは、会議室を除くすべてのシステム タイプと Cisco TMSPE プロビジョニング システムに適用され
ます( このシステムは Cisco TMS に追加されません。下記を参照してください) 。

自動検出

ネットワークの新しいシステムは、次の 2 通りの方法で検出されます。

 n HTTP を通じたブートおよび登録イベントは、Cisco TMS によって検出されます。

 n TMSSnmpService は、ネットワークで SNMP 対応システムをスキャンします。

[システムの自動検出モード( Automatic System Discovery Mode) ]の設定は、検出されたシステムに
実行される処理を制御します。

 n この設定がイネーブルの場合、スキャン中に検出されたシステムは、選択したフォルダに追加されま
す( デフォルトでは、Discovered Systems に追加されます) 。デフォルト設定も、適用される場合が
あります。

 n この設定がディセーブルの場合、検出されたシステムは、Cisco TMS で使用可能なシステムのリストに
表示されますが、追加されません。[システムの追加( Add Systems) ] > [一覧から( From List) ]に
移動することによって、これらのシステムは手動で追加できます。

Cisco TMS は、フォルダが削除されたと解釈することに注意してください( ただし、消去されません) 。
システムの自動検出をイネーブルにしたが、検査されたシステムに対してデフォルト フォルダの設定がな
い場合、システムは、検出がディセーブルである場合と同様に扱われます。

デフォルトでは、[システムの自動検出モード( Automatic System Discovery Mode) ]と [ファイアウ
ォール/NAT の背後のエンドポイントの自動検出( Automatic System Discovery for Endpoints 
Behind a Firewall/NAT) ]の両方がディセーブルになっています。

この説明については、「自動検出の使用 [p.67]」を参照してください。

手動追加

システムの自動検出がディセーブルの場合、または追加するタイプのシステムで動作しない場合は、手動
で IP アドレス、IP の範囲、または DNS 名を入力することによって、Cisco TMS 制御のためにシステ
ムを追加できます。永続構成テンプレートは、このプロセス中に適用できる場合があります。

会議室と機器も、手動で Cisco TMS に追加する必要があります。自動設定はサポートされていないシス
テムでは使用できないため、これらのシステムの設定は、各ユニットに対して手動で行う必要がありま
す。

この説明については、以下を参照してください。

 n  IP アドレスまたは DNS 名による追加 [p.67]

 n 会議室や機器の追加 [p.69]

Cisco Unified CM 経由

Cisco Unified CM を Cisco TMS に追加すると、Cisco Unified CM に登録された TelePresence エ
ンドポイントのリストが使用できるようになります。

管理者は、このリストを使用して、制限付きの管理のために Cisco TMS にエンドポイントを追加できま
す。 
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この説明については、「Cisco Unified CM および登録されたエンドポイントの追加 [p.71]」を参照し
てください。

プロビジョニング

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension( Cisco TMSPE) を使用したプロビ
ジョニングは、多くのエンドポイントを登録し、設定する最も柔軟でスケーラブルな方法として推奨され
ます。

このプロビジョニング モデルは、実際に Cisco TMS にエンドポイント自体を追加しないことに注意して
ください。プロビジョニングは、デバイスベースではなく、ユーザベースです。 このことは、エンドポイ
ントによって受け取られる設定が、エンドポイントにサインインするユーザによって異なることも意味し
ます。 

プロビジョニングの機能の詳細については、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension Deployment Guide』を参照してください。

事前登録

Cisco TMS でエンドポイントを事前登録することは、プロビジョニングに対する小規模なレガシー代替手
段です。最大 10 個のエンドポイントを、任意のフォルダに対して一度に事前登録できます。

事前登録では、IP アドレス、MAC アドレス、または( レガシー システムでは) シリアル番号を使用し
て、エンドポイントがオンラインになったとき、Cisco TMS 制御システムとして追加されたとき、および
事前登録中に指定に従って設定されたときに、ただちにエンドポイントが認識されるようにします。

インフラストラクチャ システムは、事前登録できないことに注意してください。

この説明については、「エンドポイントの事前登録 [p.69]」を参照してください。
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Cisco TMS と管理対象システムの通信方法
Cisco TMS は、管理対象エンドポイントおよびインフラストラクチャ製品と通信する際に HTTP/HTTPS 
を使用します。さらに、Cisco TelePresence System MXP シリーズなど、古いエンドポイントとの通信
には、SNMP および FTP が使用されます。

管理対象システムは、Cisco TMS への接続も開始します。このような接続の例としては、電話帳の要求、
ブートおよび登録イベント、SOHO システムからのハートビートがあります。したがって、各 Cisco TMS 
管理対象システムは、外部マネージャ アドレスを使用して設定する必要があります。このアドレス
が、Cisco TMS との連絡に使用されます。

システムが Cisco TMS にアクセスするために使用するアドレス

システムが Cisco TMS にアクセスするために使用するアドレスは、 [管理ツール( Administrative 
Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]に移動して指定し
ます。

 n [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on 
Internal LAN) ]で指定した IPv4、IPv6、および完全修飾ホスト名アドレスは、[システムの接続
性( System Connectivity) ]が [LAN で接続可能( Reachable on LAN) ]に設定されているシステム
で使用されます。

 n [公共インターネット/ファイアウォール外のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Public Internet/Behind Firewall) ]で指定した完全修飾ホスト名また
は IPv4 アドレスは、[システムの接続性( System Connectivity) ]ステータスが、[パブリック イン
ターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]または [ファイアウォールの背
後( Behind Firewall) ]に設定されているシステムで使用されます。

システムの接続性ステータス

システムの接続性ステータスは、Cisco TMS が管理するすべてのシステムのネットワーク ロケーション
を定義します。このステータスは、システムを追加するときに管理者が設定する場合や、後の段階で手動
で更新される場合、または Cisco TMS によって自動的に修正される場合があります。

使用可能なステータスは次のとおりです。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通信試行は行わ
れませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この設定は、一時的なシステム 
ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあり、[社内 LAN 
のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on Internal 
LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信します。「ネットワーク設定 
[p.235]」を参照してください。

 n [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on PublicInternet) ]：システムは、LAN の
外部に存在しますが、パブリック ネットワーク アドレスに接続可能で、[TMS サーバ アドレス( FQDN 
または IPv4 アドレス) ( TMS Server Address (FQDN or IPv4 Address)) ]を使用して Cisco TMS 
と通信します。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。 

 n [ファイアウォールの背後( Behind Firewall) ]：この代替手段はファイアウォール/NAT の背後にあ
る可能性のあるエンドポイントでのみ表示されます。 システムはパブリック インターネット上に接続
可能なシステムと同じパブリック ネットワーク アドレス設定を使用します。

デフォルトでは、すべてのシステムが、[LAN で接続可能( Reachable on LAN) ]に設定されます。 

[システムの接続性( System Connectivity) ]ステータスは、[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ]に移動し、システムを選択し、[接続( Connection) ]タブ > [システムの接続
性( System Connectivity) ]により設定できます。 
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Cisco TMS が自動的にシステムの接続状態を変更するかどうかは、[管理ツール( Administrative 
Tools ) ] > [構成( Configuration) ]> [ネットワーク設定( Network Settings) ]> [Update 
System Connectivity for Systems] を使用してシステムのを選択できます。[自動( Automatic) ]に
設定すると、Cisco TMS によりステータスが変更され、[手動( Manual) ]に設定すると、Cisco TMS に
より現在のステータスが維持されます。

強制される管理設定

[システム上の管理設定の強制( Enforce Management Settings on Systems) ]設定が [管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ] > [TMS サービス( TMS 
Services) ]で [はい( Yes) ]に設定されている場合、Cisco TMS は定期的にシステムにサーバ情報をプ
ッシュします。

 n 完全修飾ホスト名( 設定されている場合) または IP アドレス( 完全修飾ホスト名が設定されていない
場合) は、[システムの接続性( System Connectivity) ]ステータスが [LAN で接続可能( Reachable 
on LAN) ]に設定されたシステムにプッシュされます。

 n [TMS サーバ アドレス( 完全修飾ホスト名または IPv4 アドレス) ( TMS Server Address (Fully 
Qualified Host Name or IPv4 Address)) ]設定は、[システムの接続性( System Connectivity) ]
ステータスが [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]に設定
されたシステムにプッシュされます。

Cisco TMS は、[ファイアウォールの背後( Behind Firewall) ]に設定されたシステムがファイアウォー
ルまたはネットワーク アドレス変換( NAT) を使用するルータの背後にあると想定します。Cisco TMS 
は、たとえば、コールを起動するように指示するためにシステムに接続できません。[ファイアウォールの
背後( Behind Firewall) ]に設定されたシステムを持つことは、Cisco TMS のシステムでできることを
厳しく制限します。

Cisco TMS によりシステムの接続性ステータスが変更される理由

[管理ツール( Administrative Tools ) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]の [Update System Connectivity for Systems]を [自動( Automatic) ]
に設定すると、Cisco TMS が [システムの接続性( System Connectivity) ]ステータスを、システムか
ら送信されたブートおよび登録イベントに基づいて変更する場合があります。 

システムがブートまたは登録イベントを送信するたびに、Cisco TMS は、レポートされた IP アドレスを 
IP ヘッダーの [接続元の IP アドレス( Source IP Address) ]フィールドと比較します。 

これらの 2 つの IP アドレスが同じである場合は、Cisco TMS は [システムの接続性( System 
Connectivity) ]ステータスを、システムが最初に Cisco TMS に追加されたときと同じまま保持しま
す。

2 つの IP アドレスが同じでない場合、Cisco TMS は、IP ヘッダーの接続元の IP アドレスのシステム
に接続を試みます。

 n システムがこのアドレスに送信された要求に応答すると、Cisco TMS は、[管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network 
Settings) ]で設定された DNS アドレスと、システムが Cisco TMS に接続するために使用したアド
レスを比較します。

 l システムが使用するアドレスが内部アドレスに等しい( [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク
設定( Advanced Network Settings for Systems on Internal LAN) ] > [TMS サーバの完全修
飾ホスト名( TMS Server Fully Qualified HostName) ]) 場合は、システムが [LAN で接続可
能( Reachable on LAN) ]に設定されます。同じことが内部アドレスおよびパブリック アドレスの
両方が同じ DNS 名に設定されている場合に当てはまります。

 l アドレスがパブリック アドレスだけに等しい( [公共インターネット/ファイアウォール外のシステ
ムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on Public 
Internet/Behind Firewall) ] >[TMS サーバ アドレス( 完全修飾ホスト名または IPv4 アドレ
ス) ( TMS Server Address (Fully Qualified Host Name or IPv4 Address)) ]) 場合は、シス
テムが [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]に設定さ
れます。
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 n システムが IP ヘッダーから接続元の IP アドレスに送信された要求に応答しない場合、Cisco TMS 
は、その [システムの接続性( System Connectivity) ]ステータスを [ファイアウォールの背
後( Behind Firewall) ]に変更します。

例

Cisco TelePresence System Integrator C シリーズ システムから Cisco TMS に送信される登録イベ
ントを次に示します。

 (...)
 <PostEvent>
  <Identification>
   <SystemName>example_system</SystemName>
   <MACAddress>A1:B2:C3:D4:E5:06</MACAddress>
   <IPAddress>172.16.0.20</IPAddress>
   <ProductType>TANDBERG Codec</ProductType>
   <ProductID>TANDBERG Codec</ProductID>
   <SWVersion>TC4.1.2.257695</SWVersion>
   <HWBoard>101400-5 [08]</HWBoard>
   <SerialNumber>B1AC00A00000</SerialNumber>
  </Identification>
  <Event>Register</Event>
 </PostEvent>
 (...) 

上の例では、Cisco TelePresence Codec C90 はそのローカル IP アドレスを 172.16.0.20 と報告し

ます。

 n システムは、[LAN で接続可能( Reachable on LAN) ]に設定され、その IP アドレスを 172.16.0.20 
と報告します。IP ヘッダーの接続元の IP アドレスも 172.16.0.20 です。Cisco TMS は、[LAN で
接続可能( Reachable on LAN) ]としてシステムを維持します。

 n システムは、[LAN で接続可能( Reachable on LAN) ]に設定され、その IP アドレスを 172.16.0.20 
と報告します。IP ヘッダーの接続元の IP アドレスは 10.0.0.50 です。Cisco TMS は 10.0.0.50 
のシステムへの接続を試みます。要求がタイムアウトした場合、Cisco TMS はシステムを [ファイアウ
ォールの背後( Behind Firewall) ]に変更します。

 n システムは [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]に設定さ
れ、その IP アドレスを 172.16.0.20 と報告します。IP ヘッダーの接続元の IP アドレスは 
10.0.0.50 です。Cisco TMS は次に 10.0.0.50 のシステムへの接続を試行し、10.0.0.50 のネット
ワーク デバイスは元のシステムにトラフィックを返送できます。元のシステムは Cisco TMS に応答
し、Cisco TMS は [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on Public Internet) ]と
してシステムを保持します。
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永続設定の動作
永続設定とは、管理者が、ネットワーク全体で、Cisco TMS 制御エンドポイントとインフラストラクチャ 
システムの動作のために重要な設定を定期的に適用できる機能です。 

次の 4 つの永続設定があります。

 n システム名( System name)

 n H.323 ID

 n E.164 エイリアス( E.164 alias)

 n SIP URI

これらの設定は、システムが追加されたときに、または後の段階で、ナビゲータのシステムの [永続設
定( Persistent settings) ]タブを使用することによって、指定できます。

永続設定は、Cisco TMS が HTTP または SNMP を通じてブート イベントを受信するたびに、システムで
設定されます。 

また、Cisco TMS 制御エンドポイントとインフラストラクチャ システムに対して永続構成テンプレート
を設定できます。テンプレートは、システムでテンプレートが設定された最初の時間に基づいて、毎日同
じ時間にシステムで設定されます。詳細については、「構成テンプレートの使用 [p.29]」を参照してく
ださい。
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システムの追加および管理

この章では、テレプレゼンス ネットワークを管理するためのコア タスク、および [システ
ム( Systems) ]メニューに含まれるすべてのページの参考情報について説明します。

デフォルト システム フォルダの設定 66
システムの追加 67
システム管理 74
ナビゲータ 78
チケット サービス 124
システムの概要 126
ダイヤル計画の管理 127
プロビジョニング 128
構成のバックアップ 132
構成テンプレート 134
システムのアップグレード 138
システムを消去 142
イベント通知マネージャ 143
システム ステータスに関するレポート 145

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 65/337



デフォルト システム フォルダの設定
管理者は、ルート フォルダの下に、フォルダ ツリー構造を定義できます。フォルダは、整理のみを目的
としており、システムを見つけ、システム権限を設定することを容易にします。1 つのシステムが、複数
のフォルダに表示されることがあります。

同じフォルダ ツリーがすべてのユーザに対して表示され、Cisco TMS 全体で使用されます。したがっ
て、すべてのユーザ グループに対して親しみやすく、わかりやすい方式を選択することを推奨します。 

一般に使用されるモデルは、次の例のように、地域および組織のエンドポイントの構造に基づいていま
す。

インフラストラクチャ システムは、別々のフォルダに保存される場合があります。

独自のフォルダ構造を構築するには、次の手順を実行します。

 1. ツリーで Company Name フォルダをクリックします。 
右側のパネルが更新され、そのフォルダの内容が表示されます。 

 2. 画面の右上隅で、[このフォルダを編集( Edit This Folder) ]をクリックします。 

 3. 適切な会社名を使用して、フォルダの名前を変更します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。

 5. フォルダを追加するには、次の手順を実行します。
 a. 追加先の親フォルダをクリックします。 
 b. 画面の右側で [新しいフォルダ( New Folder) ]をクリックします。
 c. 名前を入力し、任意で説明を入力します。
 d. [保存( Save) ]をクリックします。
 e. 作成するすべてのフォルダに対して、上記の手順を繰り返します。 

フォルダは、いつでも追加または削除できます。 

ルート フォルダは、削除されないことがあります。
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システムの追加
次の手順は、ほとんどのシステムおよびシステム タイプに適しています。一部のシステムには特別な手順
が必要です。

 n ファイアウォール/NAT の背後にエンドポイントを追加する手順については、「ファイアウォール/NAT 
の背後でのエンドポイントの追加 [p.70]」を参照してください。

 n これらのシステムを準備し、追加する手順については、「Cisco Unified CM および登録されたエンド
ポイントの追加 [p.71]」を参照してください。

TelePresence Conductor および登録された MCU を Cisco TMS に追加する手順については、『Cisco 
TelePresence Conductor with Cisco TMS Deployment Guide』を参照してください。

次の手順で使用するページのレイアウトとオプションの詳細については、「システムの追加 [p.119]」に
ある、関連する項を参照してください。

自動検出の使用

自動検出機能をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。

 2. [システムの自動検出モード( Automatic System Discovery Mode) ]を [オン( On) ]に設定し、[検
出されたシステムのデフォルト フォルダ( Default Folder for Discovered Systems) ]が適切なフ
ォルダに設定されていることを確認します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。

新しいシステムが検出され、追加されるたびに電子メールによる通知を受信する場合は、次の手順を実行
します。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。

 2. [イベント通知( Event Notification) ] セクションで、[システムおよびネットワーク通知を受信す
るための電子メール アドレス( E-mail Addresses to Receive System and Network 
Notifications) ]にアドレスを追加します。

これで、ネットワーク上のシステムが HTTP イベントを送信するとき、または SNMP スキャナ サービス
によって検出されたときに、指定したフォルダにそのシステムが追加され、ユーザに通知されます。

これらのシステムの設定を確認するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ] > [検出されたシステムのフォルダ名( Name 
of your folder for discovered systems) ]に移動します。
デフォルト フォルダは、Discovered Systems です。

 2. 必要に応じて、各システムの設定を確認し、調整します。

 3. システムの [権限( Permissions) ]タブで、新規ユーザ グループにシステムに対する権限が与えられ
ることを確認します。必要に応じて、変更を加えます。

 4. 必要に応じて、フォルダのリストでシステムを選択し、[移動/コピー( Move/Copy) ]をクリックして、
より永続的なフォルダにシステムを移動します。

IP アドレスまたは DNS 名による追加

すべてのタイプのインフラストラクチャ システムおよびエンドポイントは、次の手順に従って追加できま
す。ただし、Cisco Unified CM に登録されているエンドポイントは、この方法で追加してはならないこ
とに注意してください。「Cisco Unified CM および登録されたエンドポイントの追加 [p.71]」を参照
してください。
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システムを追加するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動します。 システムのフォルダを選択し
ます。

 2. Discovered Systems を開き、追加することを予定しているシステムが、すでに Cisco TMS によって
自動的に追加されていないことを確認します。 

 l システムが追加されている場合は、「自動検出の使用 [p.67]」の手順に進みます。 
 l システムが Discovered Systems フォルダにない場合は、システムを追加するフォルダを選択しま

す。

 3. [システムの追加( AddSystems) ] をクリックします。 

 4. IP アドレス、DNS 名、IP の範囲、または IP アドレスや DNS 名のカンマ区切りリストのいずれか
を入力します。
非常に大きな範囲を追加すると、システムの検出スキャン プロセスが遅くなることに注意してくださ
い。

 5. ドロップダウン リストから、システムの[タイムゾーン( Time Zone) ]、[IP ゾーン( IP Zone) ]、
および[ISDN ゾーン( ISDN Zone) ]を選択します。

 6. 認証の詳細、構成テンプレート、または SNMP 検出オプションを追加する必要がある場合は、[詳細設
定( Advanced Settings) ]セクションの見出しをクリックして、展開します。
[管理者パスワード( Admin Password) ]フィールドには入力しないでください。
このページの設定の概要については、「システムの追加 [p.119]」を参照してください。

 7. システムの追加を開始するには、ページの下部にある [次へ( Next) ]ボタンをクリックします。
Cisco TMS がそのアドレスに接続し、追加されているシステムのタイプとシステム設定を決定すると
きに、進捗ウィンドウが表示されます。

 8. システムにアクセスするためのパスワードが必要な場合は、プロンプトが表示されるようになります。 
パスワードを入力し、[次へ( Next) ]をクリックします。             
[結果( Results) ]ページが表示され、追加しようとした各システム Cisco TMS のステータスが示さ
れます。 Cisco TMS がシステム設定の問題を検出した場合は、[説明( Description) ]カラムのメッ
セージに、システムがまだ追加されていないことが表示されます。 

 l エラーに対処するには、[システムの編集( Edit System) ]をただちにクリックします。 表示され
た情報を使用して必要な調整を加え、[保存( Save) ]をクリックします。    
問題が解決すると、設定ページが閉じられ、システムが正常に追加されたことを示すように更新さ
れた [結果( Results) ]ページに戻ります。

 l エラーに後で対処するか、または完全に無視するには、[設定( Settings) ]または [結
果( Results) ]ページで、[警告にかかわらずシステムを登録する( Add System Despite 
Warnings) ]をクリックします。

 l TelePresence Conductor を追加している場合は、多くのエラーが表示されます。 これは予想どお
りなので、[警告にかかわらずシステムを登録する( Add System Despite Warnings) ]をクリック
します。

 l TelePresence Server を追加している場合は、リモート管理モードであることを知らせるエラーが
表示されますが、これを無視します。
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 9. [システムの追加の完了( Finish Adding Systems) ]をクリックして、メイン [ナビゲー
タ( Navigato) ]ビューに戻ります。 
これで、新しいシステムは指定フォルダに配置されます。

エンドポイントの事前登録

エンドポイントを事前登録すると、ネットワークで使用可能になった直後に、事前定義された設定
で、Cisco TMS に確実に追加されます。

次のように最大 10 のエンドポイントを同時に事前登録できます。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムを追加するフォルダを見つ
け、または作成します。

 2. [システムの追加( AddSystems) ] をクリックします。

 3. [システムの事前登録( Pre-register Systems) ]タブに移動します。

 4. システムに使用するプライマリ ID を選択します( レガシー システムの MAC アドレス、IP アドレ
ス、またはシリアル番号) 。

 5. 各システムに対して、プライマリ ID を追加します。
必要に応じて、システム名、H.323 ID、E.164 エイリアス、SIP URI、およびパスワードを追加する
ことも選択できます。

 6. システムのロケーション設定を追加します( IP/ISDN ゾーンとタイムゾーン) 。

 7. 事前登録されたいずれかの設定を永続的にするか、最初にブート時に構成テンプレートを追加するかど
うか、永続的テンプレートを設定するかどうかを選択します。

 8. [システムの追加( Add System(s)) ]をクリックします。
[システムの状態( System Status) ]が [有効化されていません( Not Yet Activated) ]に設定され
て、最小限の情報を含むシステムのエントリが、親フォルダに追加されます。

システムがオンラインになり、登録されたときに、ステータスとシステム情報は自動的に更新されます。[
システム( Systems) ] > [イベント通知マネージャ( Event Notification Manager) ]の [事前登録設
定済システムが有効( Preregistered System Activated) ]でイベント通知を設定することにより、こ
れが発生したときに通知を受信することができます。「イベント通知マネージャ [p.143]」を参照してく
ださい。

インフラストラクチャ システムの事前登録は、サポートされません。

柔軟性とスケーラビリティの高い同様の機能では、Cisco TelePresence Management Suite 
Provisioning Extension( Cisco TMSPE) を使用した大規模なプロビジョニングを推奨します。「プロ
ビジョニング [p.128]」を参照してください。

会議室や機器の追加

システム タイプが Cisco TMS で直接サポートされていない場合は、会議室としてシステムを追加できま
す。

会議室と、Cisco TMS の他のシステムとの違いの詳細については、「Cisco TMS によるエンドポイント
の管理方法 [p.54]

エンドポイントを会議室として追加するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動します。 

 2. 会議室や機器を追加するフォルダを選択し、[システムの追加( Add Systems) ]をクリックします。

 3. [会議室/機器の追加( Add Room/Equipment) ]タブをクリックします。

 4. 追加する項目の名前を入力し、そのタイプを選択します。 

 5. [詳細( Advanced) ]セクションの見出しをクリックして、展開します。一部のフィールドは必須です。
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 l 会議室の[IP ゾーン( IP Zone) ]、[ISDNゾーン( ISDN Zone) ]、および [タイム ゾーン( Time 
Zone) ]を選択します。

 l [IP 帯域幅の最大値( Maximum IP Bandwidth) ]を指定します。
 l [ゲートキーパー アドレス( Gatekeeper Address) ]を指定します。
 l [SIP URI]を使用するには、[H.323 ID]または [E.164 エイリアス( E.164 Alias) ]を設定する必

要もあります。

 6. [次へ( Next) ]をクリックします。

ファイアウォール/NAT の背後でのエンドポイントの追加

前提条件

Cisco TMS でファイアウォール/NAT の背後にあるシステムを使用する前に、Cisco TMS サーバでパブリ
ック DNS アドレスを設定する必要があります。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。

 2. [公共インターネット/ファイアウォール外のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Public Internet/Behind Firewall) ]では、[TMS サーバ アドレ
ス( TMS Server Address) ]をパブリック DNS アドレスに設定します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。

ネットワーク接続中の Cisco TMS への追加

ファイアウォール/NAT の背後に配置されるシステムを Cisco TMS に追加する最も簡単な方法では、最初
にシステムを組織のネットワークに接続します。これにより、「システムの追加 [p.67]」の手順に従っ
て、システムを追加できるようにします。

システムを追加したときに、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムを見つけ、[設
定( Settings) ]タブを開きます。

 2. [システムの接続性( System Connectivity) ]を [ファイアウォールの背後( Behind Firewall) ]に
設定します。

 3. [強制管理設定( Enforce Management Settings) ] をクリックします。
ここで、Cisco TMS は、そのシステムの管理アドレスを Cisco TMS の外部管理アドレスに設定しま
す。 

システムがリモートの場所で接続されている場合、システムはブート イベントを Cisco TMS に送信しま
す。これ以降、システムは使用可能になります。

ファイアウォール/NAT の背後からの設定

ファイアウォール/NAT の背後にエンドポイントを追加する必要があるが、初めに組織のネットワークに
接続するオプションがない場合は、自動検出を使用して追加するか、またはセキュリティを高めるため
に、そのエンドポイントを事前登録できます。

自動検出のイネーブル化

この機能は、デフォルトではオフになっています。これをイネーブルにするには、次の手順を実行しま
す。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。
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 2. [システムの自動検出( Automatic System Discovery) ]セクションで、[SoHo 向けシステムの自動検
出モード( Automatic System Discovery Mode for SoHo) ]が [オン( On) ]に設定されていること
を確認します。

 3. 検出されたシステムのデフォルト フォルダが設定されていることを確認します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。

エンドポイントの事前登録

プライマリ ID としてエンドポイントの MAC アドレスを使用して、「エンドポイントの事前登録 
[p.69]」の手順を実行します。

エンドポイントの外部管理アドレスの設定

エンドポイント自体で、Cisco TMS の外部管理アドレスを設定する必要があります。次の設定を行うに
は、エンドポイントのマニュアルの指示に従ってください。

 n Cisco TMS サーバのアドレスに対する[外部マネージャ アドレス( ExternalManager Address) ]

 n TMS/public/external/management/systemmanagementservice.asmx に対する[外部マネー

ジャ パス( ExternalManager Path) ]

エンドポイントが、正しい外部管理アドレスを使用して、リモート ロケーションで接続されている場合：

 n 自動検出されたエンドポイントは、デフォルト フォルダに追加されます。

 n 事前登録されたエンドポイントは、追加システム情報を Cisco TMS のエントリに入力し、そのシステ
ム ステータスは [接続中( アライブ) ]に設定されます。

Cisco Unified CM および登録されたエンドポイントの追加

Cisco Unified CM と、それに登録されたエンドポイントを Cisco TMS に追加するには、リストの順で
次の手順を実行します。

Cisco Unified CM の準備

開始する前に、Cisco TMS に追加する Cisco Unified CM ノードで次のサービスをアクティブにしま
す。

 n Cisco Unified CM ノードの Cisco AXL Web Service。

 n Cisco Unified CM パブリッシャ ノードの Cisco RIS Data Collector。 

 n Cisco CTIManager は、Cisco Unified CM クラスタ内のノードの少なくとも 1 つでアクティブにす
る必要があります。 

サービスのアクティブ化については、『Cisco Unified Serviceability Configuration Guide』を参
照してください。

Cisco Unified CM で、次の手順を実行します。

 1. 『Cisco Unified Communication Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence 
System』に記載されている手順に従って、Cisco TMS のアプリケーション ユーザを作成します。次の
ことを確実に実行します。 

 l 後続の Cisco TMS 初期化手順のためにクレデンシャルを保存します。
 l 作成したアプリケーション ユーザに、使用を計画しているすべての会議室を割り当てます。
 l このユーザ プロファイルに、すべての TelePresence 装置を割り当てます。各装置および共有電話

機の MAC アドレスを、このユーザ プロファイルに追加する必要があります。アプリケーション 
ユーザに、CTS に関連付けられた IP 電話を追加する必要はありません。

 l Cisco TMS をセキュアにするために、アプリケーション ユーザに「Standard CTI Secure 
Connection」グループを追加します。( この手順はオプションです) 。
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 2. Cisco TMS に対して Cisco Unified CM でユーザ グループを作成します。

 3. このユーザ グループに、次の役割を割り当てます。              
 l Standard AXL API Access
 l Standard CTI Enabled
 l Standard SERVICEABILITY
 l Standard CCM Admin Users
 l Standard RealtimeAndTraceCollection

 4. 上記のアプリケーション ユーザを、新しく作成したユーザ グループに追加します。

Cisco Unified CM の追加

「システムの追加 [p.67]」の手順に従って Cisco Unified CM を追加し、                  [SNMP 以外のシステムの
検出( Discover Non-SNMP Systems) ] を確実にオンにします。

エンドポイントを追加する準備

Cisco TMS で Cisco Unified CM 登録システムをサポートするには、Cisco TMS に存在する各システム 
タイプの特別な ID が必要です。新しいエンドポイントの ID は、リリース サイクルが異なるため
に、Cisco TMS ですぐに使用できません。サポートされるシステムの最新リストは、[ナビゲー
タ( Navigator) ]で、Cisco Unified CM の [拡張設定( Extended Settings) ]タブで使用できます。

次のように、システムがサポートされていることを確認できます。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、追加したばかりの Cisco Unified 
CM を見つけます。

 2. [設定( Settings) ] > [拡張設定( Extended Settings) ]                     に移動します。

 3. 追加するすべてのエンドポイントが、このタブに表示されるサポート対象システム タイプのリストに
含まれていることを確認します。

Cisco TMS における Cisco Unified CM 登録システムのサポート方法の詳細については、「Cisco TMS 
によるエンドポイントの管理方法 [p.54]」を参照してください。

CTS および TX エンドポイント

エンドポイントはすでに Cisco Unified CM に追加され、関連付けられた電話機と同じ電話番号で設定
されている必要があります。これについては、『Cisco Unified Communication Manager 
Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』で詳述します。

システムの準備をするには、Cisco Unified CM で次の手順を実行します。

 1. 各エンドポイント：    
 a. [デバイス( Device) ] > [電話( Phone) ]に移動し、エンドポイントのデバイス名をクリックしま

す。
 b. このエンドポイントに関連付けられた IP 電話と同じ DN( 電話番号) を割り当てます。
 c. [デバイス情報( Device Information) ]セクションの下部で、[CTI からのデバイスの制御を許

可( Allow Control of Device from CTI) ]を選択します。
 d. [プロダクト固有の設定( Product Specific Configuration Layout) ]セクションの [会議室

名( Room Name) ]フィールドに、ダミーの電子メール アドレスを入力します。 
これは必須項目ですが、任意の電子メール アドレスを使用できます。

 e. [電話番号の設定( Directory Number Configuration) ]の [電話番号情報( Directory Number 
Information) ] セクションで、[CTI からのデバイスの制御を許可( Allow Control of Device 
from CTI) ]を選択します。

 f. コマンドライン インターフェイス パスワードの期限切れを防止するために、[SSH AdminLife]フ
ィールドを 0 に設定します。 
Cisco TMS は、このパスワードを使用してコールを設定します。
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 2. TelePresence デバイスに関連付けられた各 IP 電話デバイスに対して、[デバイス情報( Device 
Information) ]セクションの下部にある [CTI からのデバイスの制御を許可( Allow Control of 
Device from CTI) ]を選択します。

TE および TC のソフトウェアを実行するエンドポイント

TE および TC のソフトウェアを実行しているエンドポイントは、ドキュメント『Cisco TelePresence 
Administering TC Endpoints on CUCM8.6』で詳述するように、Cisco Unified CM にすでに追加され
ている必要があります。

エンドポイントが Cisco TMS によって以前に管理されていた場合は、Cisco Unified CM 登録エンドポ
イントとして再び追加する前に、データベースからそのエンドポイントを消去する必要があります。「シ
ステムを消去 [p.142]」を参照してください

Cisco Unified CM で、各エンドポイントに対して、次の手順を実行します。

 1. [デバイス( Device) ] > [電話( Phone) ]に移動し、TelePresence エンドポイントに対応するデバ
イス名を検索します。

 2. [プロダクト固有の設定( Product Specific Configuration Layout) ]セクションの下部で、[Web 
アクセス( Web Access) ]と [SSH アクセス( SSH Access) ]が [有効( Enabled) ]に設定されている
ことを確認します。

システムの追加

エンドポイントを追加する前に、次の手順に従って、Cisco Unified CM を Cisco TMS に追加する必要
があります。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、エンドポイントを追加するフォルダに移動
します。

 2. [システムの追加( AddSystems) ] をクリックします。

 3. [一覧から( From List) ]タブに移動します。

 4. [Unified CM]をクリックします。

 5. 追加するエンドポイントを選択します。

 6. [次へ( Next) ]をクリックします。

 7. [システムの追加の完了( Finish Adding Systems) ]をクリックします。
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システム管理
ここでは、一般的なシステム関連の管理タスクについて説明します。

 n システムの表示および編集 [p.74]

 n Cisco TMS 制御エンドポイントのアップグレード [p.75]

 n エンドポイントのスワップ [p.74]

 n システムの消去 [p.76]

これらのタスクは、Cisco TMS に追加されたシステムだけに適用されることに注意してください。Cisco 
TMSPE でプロビジョニングされたデバイスの管理については、『Cisco TelePresence Management 
Suite Provisioning Extension Deployment Guide』で説明しています。

システムの表示および編集

システムが Cisco TMS に追加されると、Web インターフェイスを使用して、そのシステムを管理できま
す。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムを見つけます。
デフォルト ビューは、チケット リスト、システムおよびその重要な設定とステータスの概要を含む 
[システム サマリー( System Summary) ]タブです。

 2. システムの詳細については、他のタブをクリックしてください。使用可能なタブは、システム タイプ
によって異なります。

 3. システム設定の詳細ビューを表示するには、[設定( Settings) ]タブをクリックします。         
 l ページの下部の [強制的に更新( Force Refresh) ]ボタンによって、システムから更新された設定

をただちに取得できます。
これは、ファイアウォール/NAT の背後にあるエンドポイントでは使用できないことに注意してくだ
さい。

 l メニューバーの [設定の編集( Edit Settings) ]に移動し、     システム設定および Cisco TMS プ
ロパティのいずれかを編集します。

 l ほとんどのシステムは、[設定の編集( Edit Settings) ]画面で [ブート( Boot) ]をクリックして
再起動できます。

さまざまなシステム タイプで使用可能なタブと設定の詳細については、「ナビゲータ [p.78]」を参照し
てください。

接続の設定

[接続( Connection) ]タブには、システムと通信するために Cisco TMS が使用するパラメータが表示さ
れます。[設定の編集( Edit Settings) ]に移動したときに Cisco TMS がシステムに到達できない場合
は、[接続( Connection) ]タブが代わりに開きます。

システムとの再接続を試行するには、次の手順を実行します。

 1. 必要に応じて、接続設定を更新します。

 2. [保存/試行( Save/Try) ]をクリックします。

エンドポイントのスワップ

すべてのシステムは、最初に Cisco TMS に追加されたときに、ID( TMS のシステム ID) を取得しま
す。この ID は、予約、権限などのために、システム参照として使用されます。

盗難、ハードウェア障害、または類似の理由のためにエンドポイントを交換する必要がある場合は、ID 
Cisco TMSを残すことにより、既存の予約と権限へのリンクを保持できます。

リモート システムはスワップできないことに注意してください。
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予約の拒否

Cisco TMS でシステムが故障している場合、またはスワップを待機している場合は、新しい予約の受け入
れを禁止することを推奨します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、交換するシステムをクリックしま
す。

 2. [接続( Connection) ]タブを開きます。

 3. [予約を許可( Allow Bookings) ]を [いいえ( No) ]に設定します。

 4. [保存/試行( Save/Try) ]をクリックします。

エンドポイントの交換

エンドポイントを置換するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、交換するシステムをクリックしま
す。 

 2. [接続( Connection) ]タブをクリックします。 

 3. [システムの置換( Replace System) ]をクリックします。

 4. 次のいずれかを実行します。
 l 交換システムの IP アドレスまたは DNS アドレスを入力します。 
 l [システムの選択 ...( Select System...) ]をクリックして、Cisco TMS で既存のシステムを参照

します。

 5. [次へ( Next) ]をクリックします。
概要ページが表示されます。

 6. システム名、コール設定を保存し、最後のバックアップ設定を適用し、システムのすべてのログを保持
するかどうかを選択します。Cisco TMS から交換システムを消去することも選択できます。

 7. [OK]をクリックします。

 8. これで、スワップは完了します。

同じ Cisco VCS 上のエンドポイント

同じ Cisco VCS に登録されている他のシステムの接続設定と現在のシステムの接続設定を置き換える場
合は、H.323 デバイスの遅延時間がプロセスに影響を与えることに注意してください。 

Cisco VCS で、この登録タイムアウトは、デフォルトで、1800 秒( 30 分) に設定されています。つま
り、[通話設定( H.323 ID、E.164 エイリアス、SIP URI) をシステムで保持( Keep call 
configuration (H.323 ID, E.164 alias and SIP URI) to system) ]を選択している場合、2 つの設
定が以前のシステムから新しいシステムへコピーされないため、手動で設定する必要があります。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムをクリックします。

 2. [設定( Settings) ]タブを開いて、[設定の編集( Edit Settings) ]サブメューをクリックします。

 3. 次の設定を変更します。
 l 要求したゲートキーパーの IP アドレス( Requested Gatekeeper IP Address)
 l 要求されたSIP サーバ アドレス( Requested SIP Server Address)

たとえば交換するシステムがダウンしているために、存在しない IP アドレスまたは DNS 名を入力した
場合でも、現在のシステムのネットワーク アドレスが更新されることがあります。ただし、接続エラーを
示すチケットが生成されます。

Cisco TMS 制御エンドポイントのアップグレード

開始する前に、Cisco TMS から使用可能なドライブにソフトウェア パッケージを配置する必要がありま
す。
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ソフトウェアの Cisco TMS へのアップロード

 1. [システム( Systems) ] > [システムのアップグレード( System Upgrade) ] > [ソフトウェア マ
ネージャ( Software Manager) ]に移動します。

 2. [新しいソフトウェアをアップロード( Upload New Software) ]をクリックします。

 3. [参照( Browse) ]をクリックし、ソフトウェア パッケージを検索します。

 4. [アップロード( Upload) ]をクリックします。
パッケージが [ソフトウェア マネージャ( Software Manager) ]ページのリスト内に表示されている
ことを確認します。

エンドポイントのアップグレード

 1. [システム( Systems) ] > [システムのアップグレード( System Upgrade) ] > [システムのアップグ
レード( System Upgrade) ]に移動します。

 2. フォルダ ビューを使用してアップグレードするエンドポイントを検索します。代替のリストをドロッ
プダウンから選択するか、または [検索( Search) ]タブでシステムを検索します。

 3. システムを選択し、[次へ( Next) ]をクリックします。
[ソフトウェアとリリース キーを選択します( Select Software and Release Keys) ]ページが開き
ます。

 4. 以下に、情報を入力します。
 l Cisco TMS で正しく事前入力されていない場合、ソフトウェアの[リリース キー( Release 

Key) ]。
 l ソフトウェア バージョン。[ソフトウェア( Software) ]フィールドのドロップダウン リストを使

用します。
 l スケジュールされたアップグレードを行う [日付( Date) ]および [開始時刻( Start Time) ]。

 5. [アップグレード( Upgrade) ]をクリックします。
 l 組織のネットワーク上にあるシステムの場合、[システム( Systems) ] > [システムのアップグレー

ド( System Upgrade) ] > [システムのアップグレードの活動状況( System Upgrade Activity 
Status) ]に移動して、アップグレードがスケジュールまたは開始されたことを確認できます。

 l ファイアウォール/NAT の背後のシステムは、ここで起動する必要があります。Cisco TMS は、ブー
ト イベントを受信すると、アップグレードを開始します。
これらのアップグレードの仕組みに関するバックグラウンドについては、「ファイアウォール/NAT 
の背後のシステム [p.57]」を参照してください。

同じソフトウェア バージョンで、エンドポイントに同じアップグレードを適用する方法

類似ソフトウェア バージョンのすべてのシステムで、[ソフトウェア( Software) ]ドロップダウン リス
トで同じソフトウェア ファイルを選択するには、次の手順を実行します。

 1. 1 台のシステムで [ソフトウェア( Software) ]を選択します。

 2. ドロップダウンの右に表示されている [すべてに適用( Apply to all) ]リンクをクリックします。 
影響を受けるすべてのシステムで、同じソフトウェア ファイルが選択され、強調表示されます。

システムの消去

Cisco TMS では、システムの削除と消去を区別します。

 n フォルダからシステムを削除するには、削除操作を使用します。この作業では、Cisco TMS データベー
スのエントリが残り、1 つまたは複数のフォルダに表示される場合があります。

 n システムをパージすると、データベース エントリは永久に削除されます。
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Navigator を使用

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動して、システムが表示されるフォルダに
移動します。

 2. 削除するシステムをオンにします。

 3. [削除( Delete) ]をクリックします。
システムをフォルダから削除するか、データベースから完全に消去するかを確認する確認プロンプトが
表示されます。

 4. [消去( Purge) ]をクリックします。

[システムを消去( Purge Systems) ] ページを使用

 1. [システム( Systems) ] > [システムを消去( Purge Systems) ]に移動します。

 2. 削除するシステムを選択します。

 3. ページの下部にある [システムを消去( Purge Systems) ]をクリックします。
選択したすべてのシステムと、参加する予定の将来のすべての会議を含むリストが表示されます。

 4. 操作を確認するには、[消去( Purge) ]をクリックします。
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ナビゲータ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]

Navigator は、Cisco TMS のシステム管理用のハブです。新しいシステムを追加したり、すでに追加さ
れているシステムにアクセスして設定を表示および変更したりできます。

Navigator でシステム名をクリックすると、最大 4 つのアイコンが、右上隅に表示されます。

システムの Web インターフェイスに直接進みま
す。

画面に表示されたエンドポイントにインスタント 
メッセージを送信します。

FTP を使用してレガシー システムのファイルお
よびフォルダを調べます。

レガシー システムへの Telnet 接続を開きます。

各システム タイプで使用可能な設定の詳細については、以下を参照してください。

 n エンドポイント [p.80]

 n Cisco VCS、レガシー ゲートキーパー、ボーダー コントローラ [p.85]

 n Cisco Unified CM [p.92]

 n MCU および TelePresence Server [p.102]

 n ゲートウェイ [p.109]

 n TelePresence Conductor [p.99]

 n Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 [p.95]

 n 会議室と機器 [p.116]

次の参照セクションで、Navigator フレームワークについて説明します。 

フォルダのアクション

フォルダがツリー ビューで選択された場合、最大 6 つのボタンを使用できます。

ボタン 説明

右上隅  

このフォルダを編
集( Edit This 
Folder)

現在のフォルダの名前を変更し、説明を追加します。このボタンは、フォルダ ビューだけに
表示されます。

フォルダ権
限( Folder and 
System 
Permissions)

サブフォルダを含むフォルダおよびシステムの権限を調整します。開くページの概要につい
ては、「フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」を参照してください。

システムのリスト
の下

 

移動/コ
ピー( Move/Copy)

他のフォルダに、選択したシステムを移動またはコピーします。

削除( Delete) 選択したシステムをシステム ツリー構造の現在のフォルダから削除します。その後、Cisco 
TMS からシステムを消去するか、このフォルダから削除するだけかを決定します。詳細につ
いては、「システムを消去 [p.142]」を参照してください。

新しいフォル
ダ( New Folder)

現在のフォルダに新しいサブ フォルダを追加します。

システムの追
加( Add Systems)

現在のフォルダへの新しいシステムの追加を開始します。開くページの概要については、「
システムの追加 [p.119]」を参照してください。
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フォルダ ツリーの移動

左上のドロップダウン メニューには、いくつかのビューのオプションがあります。[フォルダ表
示( Folder View) ] はデフォルト値で、フォルダおよびシステムを追加および削除でき、ツリー構造で
ビデオ会議システムを編成できます。また、グループによって、フォルダ、サブフォルダ、システムの権
限を制限し、制御できます。

 n [+]と [-]をクリックして、フォルダの展開および折りたたみを行います。

 n フォルダをクリックすると、画面の右側に、そのフォルダ内のすべてのシステムが表示されます。

 n このシステムに関する詳細を表示するには、システムをクリックします。

 n 1 つのシステムを複数のフォルダに配置できます。

Navigator のパフォーマンスを向上させるには、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [一般設定( General Settings) ]に移動し、[ナビゲータツリーでシステムを
表示する( Show Systems In Navigator Tree) ]を [いいえ( No) ]に設定します。フォルダを選択する
と、システムが画面のメイン セクションに表示されたまま、フォルダだけ画面の左側に表示されます。

Navigator ページのその他のビュー
フォルダ リストの上にあるドロップダウン メニューには、デフォルト フォルダ ビューの他に次の選択
肢が含まれています。

ビュー オプション システムのグループ化

すべてのシステム( All 
Systems)

アルファベット順にソートされます。

システム タイ
プ( System Type)

システム タイプ別に。たとえば、Cisco TelePresence MX300、Cisco Unified 
Communications Manager、TANDBERG Codec C60 など。

システム カテゴ
リ( System Category)

システム カテゴリ別に。エンドポイント、ゲートウェイ、ゲートキーパー、MCU な
ど。

メー
カー( Manufacturer)

メーカー別に。Cisco、TANDBERG、Polycom など。

タイムゾーン( Time 
Zone)

システム時間帯別に。

ISDN ゾーン( ISDN 
Zone)

Cisco TMS で設定されている ISDN ゾーン別に。

IP ゾーン( IP Zone) IP ゾーン別に。これらは Cisco TMS で設定されます。

システムの状態( System 
Status)

システム ステータス別に。すべての可能性があるシステム ステータスの概要について
は、「システム ステータスに関するレポート [p.145]」を参照してください。

接続状況( Connection 
Status)

接続ステータス別に。例：      
 n SNMP の応答がありません( No SNMP Response)

 n OK

 n 間違ったユーザ名/パスワード( Wrong Username Password)

 n パスワードがありません( Missing Password)

ソフトウェア バージョ
ン( Software Version)

現在のソフトウェア バージョン別に。TC5.1.3、X7.2、CTS 1.8.0(55) など。
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ビュー オプション システムのグループ化

システム利用状況の種
類( System Usage 
Type)

[システム利用状況の種類( System Usage Type) ]別に。      
 n 会議室システム( Meeting Room system)

 n 個人用オフィス システム( Personal Office System)

 n 個人ホーム システム( Personal Home System)

 n ロールアバウト( Roll About)

 n その他( Other)

システムの検索( System 
Search)

システムの名前または名前の一部を検索します。

エンドポイント
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、エンドポイントを選択         

特定の各エンドポイント モデルの設定オプションおよびメンテナンスについては、エンドポイントの管理
者マニュアルを参照してください。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

サービス契約ス
テータス( Service 
Contract Status)

有効期限、最新のメジャー ソフトウェア バージョンのリリース キー、およびソフトウェア
更新の有無を確認するリンクを含む、選択したシステムのサービス契約ステータスおよび更
新についての概要。 可能なステータス メッセージは次のとおりです。
 n サービス契約は有効です( Service contract is valid and ok)

 n サービス契約は注文済みですが、未請求です( Service contract is ordered, but not 
invoiced)

 n サービス契約の期限が切れています( Service contract is expired)

 n サービス契約がありません( No service contract)

 n 素案( Draft)

 n 新規改訂版( New Revision)

 n 現在のパートナーによる購入( Bought by current partner)

 n 不明( Unknown)

このフィールドはすべてのシステムに適用または表示されるわけではありません。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

電話帳( Phone 
Books)

システムに設定されている任意の電話帳( 電話帳をサポートするエンドポイント、MCU、およ
びゲートウェイにのみ表示されます) 。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。
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設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

Cisco TMSPE を使用したプロビジョニングをサポートするエンドポイントには、[TMS エー
ジェントによるプロビジョニング( Provisioned) ]というチェックボックスが表示されま
す。

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

Cisco Unified CM が登録したエンドポイントには、ソフトウェア バージョンだけが表示
されます。

通話設定( Call 
Settings)

ここでは、最大 ISDN および IP 帯域幅、自動応答設定と、システムの H.323 ID、E.164 
エイリアス、および SIP URI などが分かります。

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

Cisco Unified CM が登録したエンドポイントの場合、[SIP モード( SIPMode) ]、[要求さ
れた SIP サーバ アドレス( RequestedSIP Server Address) ]、[有効な SIP サーバ アド
レス( Active SIP Server Address) ]だけが表示されます。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

TMS スケジューリン
グ設定( TMS 
Scheduling 
Settings)

システムの着信または発信コールおよび予約を許可または拒否する設定。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

Cisco Unified CM が登録したエンドポイントでは、更新されたステータスが Cisco Unified CM から
読み込まれます。 ボタンはファイアウォール/NAT の背後のエンドポイントに影響しません。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 
Cisco Unified CM が登録したエンドポイントの場合、この IP アドレスは代わりに [フィードバック 
アドレス( Feedback Address) ]として設定されます。
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 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

拡張設定( Extended Settings)

拡張設定は、すべてのエンドポイント タイプで使用できるわけではありませんが、通常は次の読み取り専
用のリストが含まれます。

 n オプション キー

 n 表示パラメータ

 n システムの状態

設定の比較( Compare Settings)

このタブには、システムの現在の設定とサーバに保存されたすべてのバックアップ設定の比較リストが表
示されます。 すべての相違点が強調表示されます。

設定がすでにサーバに保存されている場合、次の 2 つのボタンを使用できます。

 n バックアップの作成( Make Backup)

 n システムの復元( Restore System)

設定がサーバにまだ保存されていない場合は、[バックアップの作成( Make Backup) ]を使用できます。

このタブは、ファイアウォール/NAT の背後にあるエンドポイントおよび Cisco Unified CM 登録エンド
ポイントでは使用できません。

永続設定( Persistent Settings)

[永続設定( Persistent Settings) ]タブは、Cisco TMS 制御エンドポイントにだけ使用できま
す。Cisco TMS が保持するエンドポイントの設定を入力できます。これらの設定がエンドポイントで変更
された場合、Cisco TMS は、ここで設定した設定で変更を上書きします。

次の永続設定があります。

 n [構成テンプレート( ConfigurationTemplate) ]：カスタム構成テンプレートをシステムに毎日適用し
ます。詳細については、「構成テンプレート [p.134]」を参照してください。

 n [システム名( SystemName) ]：エンド ポイントの表示名。

 n E.164 エイリアス( E.164 alias)

 n H.323 Id

 n SIP URI

永続的として行われた設定は、[設定の編集( Edit Settings) ]タブで編集用に表示されないことに注意
してください。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。
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 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

コールの状態( Call Status)

システムが会議中の場合、現在の接続に関する情報が、このタブに表示されます。 特定の日にスケジュー
ルされているすべての会議も、このタブに表示されます。

このタブでは、次のことを実行できます。

 n [ダイヤル( Dial) ]ボタンを使用し、適切なコール プロトコルを選択して、コールを発信します。複数
のシステムへの同時発信がサポートされている場合、アドレス/番号を入力する際、追加のフィールドが
表示されます。

 n [切断( Disconnect) ]をクリックして、進行中の通話を切断します。

 n [ページの更新( Refresh Page) ]をクリックしてシステムから最新情報を取得します。

テレプレゼンス( Telepresence) ( Cisco TelePresence T3 のみ)

このタブは、Cisco TelePresence T3 システムに関連付けられた TelePresence Server とコーデック
をリストします。

関連付けられたシステムが Cisco TMS に登録されている場合、名前とステータスが表示され、[詳
細( Details) ]リンクによって [ナビゲータ( Navigator) ]ビューで各システムの詳細が開きます。

電話帳( Phone Book)

このタブには、すべてのエンドポイントの電話帳が表示されます。電話帳の選択モードに移動するには、[
サーバ電話帳( Server Phone Books) ]をクリックします。

矢印ボタンを使用して、システムに電話帳を設定したり、既存の電話帳を削除したりします。 

[[電話帳の管理] に移動( Go to Manage Phone Books) ]ボタンで「電話帳の管理 [p.204]」のページ
が開きます。

電話帳を使用する方法については、「電話帳の作成および管理 [p.195]」を参照してください。

接続( Connection)  

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。
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フィールド 説明

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

 n [パブリック インターネット上で接続可能( Reachable on PublicInternet) ]：システム
は、LAN の外部に存在しますが、パブリック ネットワーク アドレスに接続可能で、[TMS 
サーバ アドレス( FQDN または IPv4 アドレス) ( TMS Server Address (FQDN or IPv4 
Address)) ]を使用して Cisco TMS と通信します。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照
してください。 

 n [ファイアウォールの背後( Behind Firewall) ]：この代替手段はファイアウォール/NAT 
の背後にある可能性のあるエンドポイントでのみ表示されます。 システムはパブリック 
インターネット上に接続可能なシステムと同じパブリック ネットワーク アドレス設定を
使用します。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

このタブは、ファイアウォール/NAT の背後のエンドポイント、およびシステム接続ステータスが [アク
セス不能( Inaccessible) ]に設定されているシステムでは使用できません。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)  

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。
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ログ 説明

フィードバック 
ログ( Feedback 
Log)                              

スケジューリング、エラー、および暗号化ステータスなど、特定のシステムに登録されている
すべてのイベントを説明する詳細ログ。 システムについて、100 個の最後のイベントを表示
できます。

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

通話ログ( Call 
Log)                              

選択したシステムの詳しい通話記録( CDR) ( 利用可能な場合) 。 詳細については、「詳しい
通話記録 [p.222]」を参照してください。

チケット ロ
グ( Ticket Log)
                             

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「チ
ケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

Cisco VCS、レガシー ゲートキーパー、ボーダー コントローラ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、Cisco VCS またはレガシー 
ゲートキーパー/ボーダー コントローラを選択

Cisco VCS の設定オプションおよびメンテナンスについては、バージョンに対応した『Cisco 
TelePresence Video Communication Server Administrator Guide』を参照してください。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

サービス契約ス
テータス( Service 
Contract Status)

有効期限、最新のメジャー ソフトウェア バージョンのリリース キー、およびソフトウェア
更新の有無を確認するリンクを含む、選択したシステムのサービス契約ステータスおよび更
新についての概要。 可能なステータス メッセージは次のとおりです。
 n サービス契約は有効です( Service contract is valid and ok)

 n サービス契約は注文済みですが、未請求です( Service contract is ordered, but not 
invoiced)

 n サービス契約の期限が切れています( Service contract is expired)

 n サービス契約がありません( No service contract)

 n 素案( Draft)

 n 新規改訂版( New Revision)

 n 現在のパートナーによる購入( Bought by current partner)

 n 不明( Unknown)

このフィールドはすべてのシステムに適用または表示されるわけではありません。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。
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設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

ゲートキーパー設
定( Gatekeeper 
Settings)

フィールドには [ルーティングモード( Routing Mode) ]、[ゾーンモード( Zone 
Mode) ]、および [ドメイン名( Domain Name) ]があります。 

これらの設定は、Cisco TMS では読み取り専用であり、[設定の編集( Edit Settings) ]で
は使用できません。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 Cisco Unified CM が登録したエンドポイントの場合、この IP アドレスは代わりに [フ
ィードバック アドレス( Feedback Address) ]として設定されます。
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 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

拡張設定( Extended Settings)

Cisco VCS の拡張設定では、次のことができます。

 n 新しいオプション キーを追加し、すでに追加されているものを参照

 n 表示パラメータの表示

 n システム ステータスの表示

設定の比較( Compare Settings)

このタブには、システムの現在の設定とサーバに保存されたすべてのバックアップ設定の比較リストが表
示されます。 すべての相違点が強調表示されます。

設定がすでにサーバに保存されている場合、次の 2 つのボタンを使用できます。

 n バックアップの作成( Make Backup)

 n システムの復元( Restore System)

設定がサーバにまだ保存されていない場合は、[バックアップの作成( Make Backup) ]を使用できます。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

登録(Registrations)

すべてのエンドポイント、ゲートウェイ、MCU はシステムに登録されています。 

セクションおよびフィールド 説明

登録の検索( Registration search)  

名前またはエイリアス( Name or 
Alias)

名前またはエイリアスに検索テキストが含まれている登録を検索しま
す。

情報( Information)  

名前( Name) システムの名前または SIP URI。

エイリアス( Alias) E.164 エイリアス、H.323 ID、または SIP URI。

IP アドレス( IP Address) 登録済みシステムの IP アドレス。

タイプ( Type) システムのタイプ。SIP UA、H.323 エンドポイント、MCU など。
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セクションおよびフィールド 説明

ベンダーの情報( Vendor 
Information)

システム ベンダー。SIP 登録の場合は、ソフトウェア バージョンも。

ピア( Peer) システムが登録されているクラスタ ピアの IP アドレス。Cisco VCS の
み。

アクティブ コール( Active Calls)

[アクティブ コール( Active Calls) ]の下に、Cisco VCS に登録されたシステムで進行中のすべての
コールがリストされます。

セクションおよびフィールド 説明

通話検索( Call search)  

アドレスまたはエイリア
ス( Address or Alias)

送信元/宛先アドレスまたはエイリアスに検索テキストが含まれているアク
ティブ コールを検索します。

情報( Information)  

接続元のアドレス( Source 
Address)

送信元システムの IP アドレス。

接続元エイリアス( Source Alias) エイリアス。送信元システムの E.164 エイリアスなど。

接続先アドレス( Destination 
Address)

コール先システムの IP アドレス。

接続先エイリアス( Destination 
Alias)

エイリアス。コール先システムの E.164 エイリアスなど。

帯域幅( Bandwidth) コールに使用する帯域幅をキロビット/秒( kbps) 単位で表した値。

コール タイプ( Call Type) コールのタイプ。次のオプションがあります。

 n トラバーサル( Traversal)

 n 非トラバーサル( NonTraversal)

 n 不明( Unknown)

期間( Duration) [アクティブ コール( Active Calls) ]タブを開いた時点での、コールの通
話時間。

通話プロトコル( Call Protocol) コール シグナリング プロトコルを表示します。SIP または H.323 です。

ピア( Peer) コールがアクティブになったクラスタ ピアの IP アドレス。Cisco VCS の
み。

サービス( Services)

このタブには、システムに登録されている MCU とゲートウェイで使用されるすべてのサービス プレフィ
ックスのリストが含まれます。

カラム 説明

サービスのプリフィック
ス( Service Prefix)

サービスとして Cisco VCS に登録されている数字のパターン。

説明( Description) タイプ オブ サービス( ゲートウェイまたは MCU) と、各サービスの IP アドレ
スおよびポート。

事前定義( Predefined)  n [True]：Cisco VCS設定によって静的に定義されます。

 n [False]：Cisco VCSに登録されているシステムによって追加されます。

ゾーン外( Out Of Zone) サービスを Cisco VCS のゾーンの外側から発信されたコールに使用できるかどう
か。[True]または [False]に設定できます。 
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クラスタリング( Clustering)

このタブで、Cisco VCS クラスタを管理できます。クラスタは、1 つのマスター Cisco VCS と 1 つ以
上のピアで構成され、1 つのユニットであるかのように協調して動作します。

クラスタリングの手順については、『Cisco TelePresence Video Communication Server Cluster 
Creation and Maintenance Deployment Guide』を参照してください。

クラスタ内のすべてのピアが同じソフトウェア バージョンと同じオプション キーのセットを使用し、特
定の要素の設定が同じでなければなりません。これらの設定要素の変更は、マスター Cisco VCS だけで
行う必要があり、ピアに自動的に複製されます。 

セクション、カラム、ボタ
ン

説明

クラスタ名( Cluster 
Name)

クラスタの名前。この設定は読み取り専用で、Cisco VCS でのみ変更できます。

クラスタを作成( Create 
Cluster)

クラスタは、Cisco TMS に追加する前に、Cisco VCS で設定する必要があります。

クラスタ ピア( Cluster 
Peers)

 

名前( Name) 各 Cisco VCS クラスタ ピアの名前。

IP アドレス( IP Address) このクラスタ ピアの IP アドレス。

ソフトウェア バージョ
ン( Software Version)

Cisco VCS のソフトウェア バージョン。Cisco VCS クラスタ内のすべてのピア(
メンバ) で、同じソフトウェア バージョンと同じオプション キーのセットが必要
です。                    

ステータス( Status) 各クラスタ ピア( メンバ) のステータスを示します。すべての可能性があるシステ
ム ステータスの概要については、システム ステータスに関するレポート [p.145] 
を参照してください。

説明( Description) ピアに関する Cisco TMS からのコメント。

クラスタ設定の保存( Save 
Cluster settings)

クラスタ設定への変更を保存します。

Cisco TMS 内のクラスタを
更新( Update Cluster in 
Cisco TMS)

Cisco TMS のクラスタ情報を Cisco VCS から読み取った現在の設定で更新しま
す。 

2 つの設定の不一致を Cisco TMS で検出した場合にのみ必要です。このページに
は、見つかった不一致が表示されます。

クラスタを削除( Delete 
Cluster)

Cisco TMS からクラスタ全体を削除します。Cisco VCS からはクラスタ情報を削除
しません。これは、VCS 自体でのみ実行できます。           

更新( Refresh) このページを更新します。

プロビジョニング( Provisioning)

このタブを使用してプロビジョニングを設定する手順については、『Cisco TelePresence Management 
Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照してください。

フィールド 説明

VCS プロビジョニング モード( VCS 
Provisioning Mode)

Cisco VCS のバージョンによっては、2 種類のオプションを使
用できます。

 n [プロビジョニング拡張機能( Provisioning 
Extension) ]：Cisco TMSPE を使用。

 n [TMS エージェント レガシー( TMS Agent Legacy) ]：Cisco 
TMSではサポートされません。
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フィールド 説明

TMS 接続設定( TMS Connection Settings)  

サーバ アドレス( Server Address) Cisco TMS サーバ アドレスを指定します。

暗号化( Encryption) HTTPS 通信を使用するかどうか。

証明書の検証を有効化( Certificate 
Verification Enabled)

HTTPS 通信を使用する場合、証明書およびホスト名の有効性を
チェックするかどうかを決定します。

これらのフィールドは、[暗号化( Encryption) ]が [オ
フ( Off) ]に設定されている場合、グレー表示されます。

証明書のホスト名のチェックを有効
化( Certificate Hostname Checking 
Enabled)

ユーザ名( Username) Cisco TMS でサイト管理者権限を持つユーザのクレデンシャル。

パスワード( Password)

基本グループ( Base Group) ベースとして使用するユーザ リポジトリのグループ。

サービス( Services)  

サービスを有効化( Enable Service) 使用可能なサービスは次のとおりです。

 n ユーザ( Users)

 n FindMe

 n 電話帳( Phone Books)

 n デバイス( Devices)

ポーリング間隔( Polling Interval)  ステータスをポーリングする頻度。

基本グループ( Base Group) ベースとして使用するユーザ リポジトリのグループ。

ステータス( Status) 各サービスのステータス。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。
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フィールド 説明

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

フィードバック 
ログ( Feedback 
Log)                              

スケジューリング、エラー、および暗号化ステータスなど、特定のシステムに登録されている
すべてのイベントを説明する詳細ログ。 システムについて、100 個の最後のイベントを表示
できます。

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

通話ログ( Call 
Log)                              

選択したシステムの詳しい通話記録( CDR) ( 利用可能な場合) 。 詳細については、「詳しい
通話記録 [p.222]」を参照してください。

チケット ロ
グ( Ticket Log)
                             

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「チ
ケット サービス [p.124]」を参照してください。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 91/337

システムの追加および管理
ナビゲータ



ログ 説明

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

帯域幅( Bandwidth) ( レガシーのみ)

[帯域幅( Bandwidth) ]タブはレガシー ゲートキーパーでのみ使用でき、次のリストが含まれます。

 n サブ ゾーン。サブ ゾーンの IP アドレスおよび IP サブネット マスクを含みます。

 n パイプ

 n ゲートキーパー/ボーダー コントローラへのリンク

サブ ゾーン、パイプ、リンクの設定の詳細については、TANDBERG Gatekeeper に付属のマニュアルの第 
4 章「Bandwidth Control」を参照してください。

Cisco Unified CM
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で Cisco Unified CM を選択         

Cisco Unified CM の管理および設定オプションの詳細については、Cisco Unified CM のマニュアルを
参照してください。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。

設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

Cisco TMS では、Cisco Unified CM の設定オプションの一部を使用できます。

セクション 説明
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一般( General) システムの最も重要な設定。編集可能な Cisco Unified CM の設定は、次のとおりです。
     
 n タイムゾーン( Time zone)

 n システム タイプ( System Type)

 n システム管理者( System Contact)

 n 予約済みの場合にシステム管理者にアラートを送信( Alert System Contact When 
Booked)

 n 説明( Description)

構
成( Configuration)

Cisco Unified CM ソフトウェア バージョン。

拡張設定( Extended Settings)

このタブには、Cisco Unified CM バージョンでサポートされているすべての Cisco TMS 互換テレプレ
ゼンス エンドポイント タイプのリストが含まれます。詳細については、エンドポイントを追加する準備 
[p.72] を参照してください。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

管理対象システム( Managed Systems)

このタブは、Cisco Unified CM で管理されるテレプレゼンス システムを示します。

カラム 説明

システム名( System 
Name)

Cisco TMS のシステム名。 システムが Cisco TMS にない場合は、関連する警告が表
示されます。

タイプ( Type) システム タイプおよびモデル。

ネットワーク アドレ
ス( Network Address)

システムの IP アドレス。

システム詳細の表
示( View System 
Details)  

このリンクは、Cisco TMS に追加したすべてのシステムに対して表示されます。 別の
ウィンドウにシステムの詳細を開始する場合にクリックします。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。
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フィールド 説明

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。
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ログ 説明

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

チケット ロ
グ( Ticket Log)                              

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「
チケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で Cisco TelePresence Supervisor 
MSE 8050 を選択         

このシステムに関する詳細については、お使いのバージョンの『Cisco TelePresence Supervisor MSE 
8050印刷可能なヘルプ』を参照してください。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。

設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 
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ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

スーパーバイザ( Supervisor)

カラム 説明

スロット( Slot) 左から右の順に番号が付けられたシャーシの位置。

システム名( System 
Name)

Cisco TMS のシステム名。システムが Cisco TMS にない場合は、関連する警告が表示さ
れます。

タイプ( Type) ブレードのタイプ。

ポート アドレス( Port 
Address)

[ポート A( Port A) ] から [ポート D( Port D) ]カラムに、ブレードのイーサネット 
ポートの IPv4 または IPv6 アドレスが表示されます。
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カラム 説明

ステータス( Status)  n ブレード OK( Blade OK)

 n [ブレード削除( Blade removed) ]：このスロットに適合するブレードはありません。

 n [ブレードなし( Blade absent) ]：このスロットにはブレードがありません。

 n [ブレード挿入不良( Blade inserted badly) ]：このブレードがシャーシにしっかり
と固定されていることを確認します。

 n [ブレードをシャットダウン中( Blade shutting down) ]：ブレードはシャットダウン
処理中です。

 n [再起動試行( Attempting restart) ]：スーパーバイザは、ブレードの再起動を試行
中です。

 n [無効なブレード ID( Invalid blade ID) ]：ブレードがしっかりと押し込まれている
ことを確認します。

 n [通信待機中( Waiting forcommunications) ]：ブレードは スーパーバイ
ザ( Supervisor)  との接続に失敗しました。

 n [通信切断( Lostcommunication) ]：ブレードとスーパーバイザ( Supervisor) の接続
が切断されました。

 n [温度/電圧/RTC バッテリの重大なエラー( Temperature / Voltages / RTC Battery 
critical) ]：問題は、ブレードのヘルス ステータス ページに表示されます。

 n [ブレード シャットダウン( Blade shut down) ]：ブレードは現在シャットダウンさ
れています( または再起動中です) 。

 n [再起動が必要です( Restart required) ]：このブレードをシャットダウンし、再起
動します。

 n [リスタートしています( Restarting) ]：このブレードは再起動中です。

 n [ブレード ソフトウェア バージョンが古すぎる( Blade software version too 
old) ]：使用可能な最新のソフトウェア リリースにこのブレードをアップグレードし
ます。

システム詳細の表
示( View System 
Details)  

このリンクは、Cisco TMS に追加したすべてのシステムに対して表示されます。別のウ
ィンドウにシステムの詳細を表示する場合にクリックします。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。
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フィールド 説明

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

チケット ロ
グ( Ticket Log)                              

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「
チケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。
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TelePresence Conductor
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で TelePresence Conductor を選択

TelePresence Conductor の設定オプションおよびメンテナンスについては、バージョンに対応し
た『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』を参照してください。Cisco TMS と 
TelePresence Conductor を使用するスケジュールの詳細については、『Cisco TelePresence 
Conductor with Cisco TMS Deployment Guide』を参照してください。

設定

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

通話設定( Call 
Settings)

[同時スケジュール通話の最大数( MaxNumber of Concurrent Scheduled Calls) ] によ
り、Cisco TMS がこの TelePresence Conductor にスケジュールできる、同時にスケジ
ュールされたコール数を管理者が制限することができます。 この設定を変更して
も、TelePresence Conductor 自体のリソース割り当てにはまったく影響しませんが、管理
者はアドホック通話用に一部のリソースを節約することができます。 このフィールドは、
デフォルトとして [無制限( Unlimited) ]に設定されます。これは、予約する同時スケジ
ュール済み通話の数が Cisco TMS によって制限されないことを意味します。

ここでは、最大 ISDN および IP 帯域幅、自動応答設定と、システムの H.323 ID、E.164 
エイリアス、および SIP URI などが分かります。

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

TMS スケジューリン
グ設定( TMS 
Scheduling 
Settings)

システムの着信または発信コールおよび予約を許可または拒否する設定。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。
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 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

拡張設定( Extended Settings)

フィールド 説明

最初の会議 
ID( First Meeting 
ID)

会議の参加者に Cisco TMS から送信されるシーケンスの最初の番号。 番号は、会議をホス
トする MCU にダイヤルインするときに必要な数字 ID の基本として使用されます。

数字 ID は、予約の確認用の電子メール メッセージに含まれます。                                     

会議 ID のステッ
プ( Meeting ID 
Step)

Cisco TMS は、数値 ID の重複を避けるために、[最初の会議 ID( First Meeting ID) ]
に、この数値を加算します。 会議が終了すると、その ID は新しい会議で使用可能になり
ます。

会議 ID の
数( Meeting ID 
Quantity)

生成できる同時進行会議の ID の最大数。

エイリアス( Aliases)

このタブで、TelePresence Conductor で会議を予約する際に使用する会議エイリアス パターンの作
成、変更、および表示を実行できます。エイリアスは会議に参加するために参加者がダイヤルする会議の
アドレスを作成するパターンを提供します。

エイリアスの表示( View Aliases)

[正規表現( Regular Expression) ]カラムは、正規表現として作成したエイリアスのパターンを示して
います。 

これは、Cisco VCS 検索ルールおよび TelePresence Conductor エイリアスの両方で、設定のときにコ
ピーして使用できます。

エイリアスの編集( Edit Aliases)

[作成( Create) ]をクリックして、エイリアスの詳細を入力できる新しい行を作成します。

名前( Name) 「スケジュールされた会議」などの名前をエイリアスに提供します。

エイリアスのパ
ターン( Alias 
Pattern)

パターンは固定にするか、または % で表される変数を含めることができます。 

エイリアスのパターンにドメインを含めることを強く推奨します。

エイリアスのパターンは、Cisco VCS の TelePresence Conductor に隣接するゾーンを対象
とする検索ルールのパターン文字列と一致している必要があります。

例：

 n 変数：  meet.% .scheduled@example.com、 .scheduled@example.com 1234.%

 n 固定：allhands@example.com、1234@example.com
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優先順
位( Priority)

エイリアスに優先順位を設定します。 最も小さい番号のエイリアスの優先順位が最も高
く、Cisco TMS が会議を作成するときに最初に使用されます。 そのエイリアスがすでに使用
されている場合は、次に小さい番号のエイリアスが使用される、という順序で使用されま
す。 

優先順位は、1 ～ 65535 の間の任意の数値に設定できます。

イマーシブ( Is 
Immersive)

イマーシブ テレプレゼンス システムなどの会議のエイリアスを選択する場合、Cisco TMS 
は、このフィールドがチェックされているエイリアスを使用します。 優先順位が最も高いエ
イリアスが最初に選択されます。

すべてのイマーシブ エイリアスが使用中の場合は、非イマーシブ エイリアスが会議に使用
されます。

説
明( Description)

このエイリアスの説明を入力します。

使用中( In Use) 緑色のチェック マークは、このエイリアスが、現在または将来の会議で予約されていて、削
除も、パターンの変更もできないことを示します。 [詳細( Details) ]をクリックすると、
エイリアスが予約されているすべての会議の ID が表示されます。

これが、作成する最初のエイリアスの場合は、このカラムが空白です。

管理対象システム( Managed Systems)

このタブには、選択した TelePresence Conductor によって管理されるブリッジ、つまり、MCU および 
TelePresence Server のリストが表示されます。

カラム 説明

システム名( System 
Name)

Cisco TMS のシステム名。 システムが Cisco TMS にない場合は、関連する警告が表
示されます。

タイプ( Type) システム タイプおよびモデル。

ネットワーク アドレ
ス( Network Address)

システムの IP アドレス。

システム詳細の表
示( View System 
Details)  

このリンクは、Cisco TMS に追加したすべてのシステムに対して表示されます。 別の
ウィンドウにシステムの詳細を開始する場合にクリックします。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 101/337

システムの追加および管理
ナビゲータ



フィールド 説明

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

チケット ロ
グ( Ticket Log)                              

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「
チケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

MCU および TelePresence Server
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]          MCU または TelePresence Server 
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が選択されます

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

サービス契約ス
テータス( Service 
Contract Status)

有効期限、最新のメジャー ソフトウェア バージョンのリリース キー、およびソフトウェア
更新の有無を確認するリンクを含む、選択したシステムのサービス契約ステータスおよび更
新についての概要。 可能なステータス メッセージは次のとおりです。
 n サービス契約は有効です( Service contract is valid and ok)

 n サービス契約は注文済みですが、未請求です( Service contract is ordered, but not 
invoiced)

 n サービス契約の期限が切れています( Service contract is expired)

 n サービス契約がありません( No service contract)

 n 素案( Draft)

 n 新規改訂版( New Revision)

 n 現在のパートナーによる購入( Bought by current partner)

 n 不明( Unknown)

このフィールドはすべてのシステムに適用または表示されるわけではありません。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

電話帳( Phone 
Books)

システムに設定されている任意の電話帳( 電話帳をサポートするエンドポイント、MCU、およ
びゲートウェイにのみ表示されます) 。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。

設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)
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構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

通話設定( Call 
Settings)

ここでは、最大 ISDN および IP 帯域幅、自動応答設定と、システムの H.323 ID、E.164 
エイリアス、および SIP URI などが分かります。

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

TMS スケジューリン
グ設定( TMS 
Scheduling 
Settings)

システムの着信または発信コールおよび予約を許可または拒否する設定。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

拡張設定( Extended Settings)

これらの MCU および TelePresence Server の設定はどちらも、Cisco TMS の拡張設定でのみ実行でき
ます。TelePresence Conductor で MCU または TelePresence Server を管理している場合、これらは
システムで直接会議ごとに変更または設定することができず、無視されます。

フィールド 説明

最初の会議 
ID( First Meeting 
ID)

会議の参加者に Cisco TMS から送信されるシーケンスの最初の番号。 番号は、会議をホス
トする MCU にダイヤルインするときに必要な数字 ID の基本として使用されます。

数字 ID は、予約の確認用の電子メール メッセージに含まれます。                                     

会議 ID のステッ
プ( Meeting ID 
Step)

Cisco TMS は、数値 ID の重複を避けるために、[最初の会議 ID( First Meeting ID) ]
に、この数値を加算します。 会議が終了すると、その ID は新しい会議で使用可能になり
ます。

会議 ID の
数( Meeting ID 
Quantity)

生成できる同時進行会議の ID の最大数。

Cisco TelePresence MCU

次の設定は、予約中に会議ごとに変更することもできます。
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下の設定のすべてがすべての Cisco TelePresence MCU モデルに使用できるわけではありません。

設定 説明

ISDN ゲートウェイ DID 
マッピングの有効
化( Enable ISDN 
Gateway DID Mapping)

DID( 直接着信ダイヤル) では、ISDN サポートなしで MCU への着信 ISDN 接続が可能
になります。 DID の設定手順については、ゲートウェイのマニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco TMS でのルーティングの詳細については、「ルーティング [p.37]」を参照して
ください。

会議のレイアウ
ト( Conference 
Layout)

会議用の画像のレイアウトを定義します。 その間で選択する複数の選択肢があります。 
会議のレイアウトの詳細については、MCU のマニュアルを参照してください。

カンファレンスの公開/
非公開( Visibility)

自動転送および Web インターフェイスでの会議の公開/非公開を示します。 次のオプシ
ョンがあります。        
 n [パブリック( Public) ]：会議が自動アテンダントにリストされ、Web インターフェ

イスのすべてのユーザに見えるようになります。

 n [プライベート( Private) ]：会議はそれを表示するように特に設定された自動アテ
ンダントを除くいずれの自動アテンダントにもリストされません。 また、会議は会
議の所有者と管理ユーザに対する Web インターフェイスだけにも表示されます。

デュアル ビデオ スト
リーム( Dual Video 
Stream)

プレゼンテーションなどの追加のビデオ ストリームを有効にします。 

コンテンツ モー
ド( Content Mode)

コンテンツ パケット ストリームを送信するモードを決定します。 次のオプションが
あります。

 n [無効( Disabled) ]：コンテンツは送信されません。

 n [パススルー( Passthrough) ]：コンテンツはデコードされず、 単に再度まとめら
れ、会議の各適格な エンドポイントへ送信されます。

 n [ハイブリッド( Hybrid) ]：MCUは、2 つのコンテンツ  ストリームを送信します。1 
つは高解像度のストリーム( パススルー) で、もう 1 つは、より高いストリームを 
サポートできないすべてのエンドポイント用にトランスコードされ、縮小された低解
像度のストリームです。

 n [トランスコード( Transcoded) ]：単一のトランスコードされたコンテンツ スト
リームが 送信されます。

ゲートキーパーへの登
録( Register with 
Gatekeeper)

H.323 レジストラに会議を登録します。

会議 SIP 登
録( Conference SIP 
registration)

SIP レジストラに会議を登録します。

チェアー制御を許
可( Allow Chair 
Control)

フロア制御とチェアー制御は H.243 プロトコルに含まれています。 次のオプションが
あります。        
 n [なし( None) ]：フロア制御とチェアー制御の使用はこの会議では許可されません。

 n [フロア制御のみ( Floor Control Only) ]：フロア制御のみがこの会議で許可されま
す。 チェアー制御は許可されません。 他の参加者が現在そうしていない限り、いず
れの参加者も「フロアを取得」できます。

 n  [チェアー制御とフロア制御( Chair and Floor Control) ]：フロア制御とチェアー
制御の両方がこの会議で許可されます。 いずれの参加者もフロアを取得することが
でき、他の参加者が現在そうしていない限り、いずれの議長参加者もチェアーを取得
できます。

レイアウト制御を許
可( Allow Layout 
Control)

DTMF 信号または遠端カメラ制御を使用して会議レイアウトを会議参加者が制御できるよ
うにします。
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設定 説明

自動レクチャー モー
ド( Automatic Lecture 
Mode)

この機能が会議で有効になっている場合、MCU は、 最大音量の発言者を講演者として
識別します。 講演者には、定義されている場合に、 通常の分割表示ビューまたはカス
タム レイアウトが表示されます。 他の参加者については、講演者のビューがすべての
カスタム レイアウトを上書きします。 

次のオプションがあります。

 n 無効( Disabled)

 n 10 秒後( After 10 seconds)

 n 30 秒後( After 30 seconds)

 n 即時( Immediately)

マルチキャスト スト
リーミング有
効( Multicast 
Streaming Enabled)

会議のマルチキャスト ストリーミングを許可します。

ユニキャスト ストリー
ミング有効( Unicast 
Streaming Enabled)

この会議のユニキャスト ストリーミングを許可します。

Limit Ports to Number 
of Scheduled 
Participants

スケジュールされている音声とビデオの参加者の数に、ポート数を制限します。 追加の
参加者は会議に参加できなくなります。

ConferenceMe 用予約
ポート( Ports to 
Reserve for 
ConferenceMe)

MCU の ConferenceMe 機能を使用する場合は、ポートをこのフィールドを使用して、予
約できます。

TelePresence Server

次の設定は、予約中に会議ごとに変更することもできます。

フィールド 説明

ゲートキーパーへの
登録( Register With 
Gatekeeper)

会議の数値 ID をゲートキーパーに登録します( H.323 登録が TelePresence Server で
有効な場合) 。

会議 SIP 登
録( Conference SIP 
Registration)

会議の数値 ID をレジストラに登録します( SIP 登録が TelePresence Server で有効な場
合) 。

デュアル ビデオ ス
トリーム( Dual 
Video Stream)

プレゼンテーションなどの追加のビデオ ストリームを有効にします。 

会議終了時に警告を
表示( Display 
warning on 
conference end)  

[このカンファレンスはもうすぐ終了します( This conference is about to end) ]を表示
します。 

作成時に会議をロッ
ク( Lock Conference 
on Creation)

作成されるときに会議をロックします。 会議が開始される前に、事前設定された参加者
を追加できますが、会議が開催中でなければ参加者は誰も参加( コールイン) できませ
ん。 ロックされた会議に参加者を招待するためにコールアウトすることができます。  

会議のロック期
間( Conference Lock 
Duration)

会議がロックされた状態を保つ秒数( 上で有効になっている場合) 。  
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フィールド 説明

会議にロビー画面を
使用( Use Lobby 
Screen for 
Conferences)

TelePresence Server が参加者にロビー画面を表示できるようにします。

ロビー画面には、会議のタイトル、開始時刻と終了時刻( 該当する場合) 、および任意の
メッセージが表示されます。 メッセージは、会議ごとに設定されます。 参加者が会議に
参加する場合、または表示するビデオがない場合に、参加者にこの画面が表示されます。 

これは、TelePresence Server が Cisco TMS に追加されたときに、デフォルトで [オ
ン( On) ] に設定されます。

会議ロビー メッセー
ジ( Conference 
Lobby Message)

ロビー画面に表示するテキストを入力します。 参加者には、[会議にロビー画面を使
用( Use Lobby Screen for conferences) ]がサーバ全体で有効になっているか、特定の
会議に有効になっている場合に、このテキストが表示されます。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

コールの状態( Call Status)

システムが会議中の場合、現在の接続に関する情報が、このタブに表示されます。 特定の日にスケジュー
ルされているすべての会議も、このタブに表示されます。

このタブでは、次のことを実行できます。

 n [切断( Disconnect) ]をクリックして、進行中の通話を切断します。

 n [ページの更新( Refresh Page) ]をクリックしてシステムから最新情報を取得します。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。
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フィールド 説明

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

フィードバック 
ログ( Feedback 
Log)                              

スケジューリング、エラー、および暗号化ステータスなど、特定のシステムに登録されている
すべてのイベントを説明する詳細ログ。 システムについて、100 個の最後のイベントを表示
できます。

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

通話ログ( Call 
Log)                              

選択したシステムの詳しい通話記録( CDR) ( 利用可能な場合) 。 詳細については、「詳しい
通話記録 [p.222]」を参照してください。

チケット ロ
グ( Ticket Log)
                             

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「チ
ケット サービス [p.124]」を参照してください。
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ログ 説明

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

ゲートウェイ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]          ゲートウェイが選択されていま
す

ゲートウェイの設定および固有の設定に関する詳細については、ゲートウェイ モデルおよびソフトウェア 
バージョンに対応するマニュアルを参照してください。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

電話帳( Phone 
Books)

システムに設定されている任意の電話帳( 電話帳をサポートするエンドポイント、MCU、およ
びゲートウェイにのみ表示されます) 。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。

設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 
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ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

電話帳( Phone Book)

矢印ボタンを使用して、システムに電話帳を設定したり、既存の電話帳を削除したりします。 

[[電話帳の管理] に移動( Go to Manage Phone Books) ]ボタンで「電話帳の管理 [p.204]」のページ
が開きます。

電話帳を使用する方法については、「電話帳の作成および管理 [p.195]」を参照してください。

接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。
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フィールド 説明

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。
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ログ 説明

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

チケット ロ
グ( Ticket Log)                              

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「
チケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

コンテンツ サーバおよび記録サーバ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、コンテンツ サーバまたは記
録サーバを選択

Cisco TelePresence コンテンツ サーバの設定オプションおよびメンテナンスについては、バージョン
に対応した『Cisco TelePresence Content Server Administration and User Guide』を参照してく
ださい。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

サービス契約ス
テータス( Service 
Contract Status)

有効期限、最新のメジャー ソフトウェア バージョンのリリース キー、およびソフトウェア
更新の有無を確認するリンクを含む、選択したシステムのサービス契約ステータスおよび更
新についての概要。 可能なステータス メッセージは次のとおりです。
 n サービス契約は有効です( Service contract is valid and ok)

 n サービス契約は注文済みですが、未請求です( Service contract is ordered, but not 
invoiced)

 n サービス契約の期限が切れています( Service contract is expired)

 n サービス契約がありません( No service contract)

 n 素案( Draft)

 n 新規改訂版( New Revision)

 n 現在のパートナーによる購入( Bought by current partner)

 n 不明( Unknown)

このフィールドはすべてのシステムに適用または表示されるわけではありません。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。
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設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

通話設定( Call 
Settings)

ここでは、最大 ISDN および IP 帯域幅、自動応答設定と、システムの H.323 ID、E.164 
エイリアス、および SIP URI などが分かります。

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

TMS スケジューリン
グ設定( TMS 
Scheduling 
Settings)

システムの着信または発信コールおよび予約を許可または拒否する設定。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]でイネーブルになっている場合
に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

設定の比較( Compare Settings)

このタブには、システムの現在の設定とサーバに保存されたすべてのバックアップ設定の比較リストが表
示されます。 すべての相違点が強調表示されます。
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設定がすでにサーバに保存されている場合、次の 2 つのボタンを使用できます。

 n バックアップの作成( Make Backup)

 n システムの復元( Restore System)

設定がサーバにまだ保存されていない場合は、[バックアップの作成( Make Backup) ]を使用できます。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

アクティブ コール( Active Calls)

進行中のすべての録音および再生のリスト。このタブは、Cisco TelePresence IP VCR および Cisco 
TelePresence VCR MSE に対して表示されます。

フィールド 説明

タイプ( Type)  n [録画( Recording) ]：IP VCRはコールを録音しています。

 n [再生( Playback) ]：IP VCRは録音を再生しています。

 n [自動アテンダント( Auto Attendant) ]：コールによって自動転
送メニューが表示されます。

録画名( Recording Name) 録画の名前。

参加者名( Participant Name) コールの反対側のシステム名。

通話プロトコル( Call Protocol) コール シグナリング プロトコルを表示します。SIP または H.323 
です。

アドレス( Address) コールの反対側のシステム アドレス。

時間( 秒) ( Duration (s)) タブを開いた時点での、コールの通話時間。

通話の方向( Call Direction) コールの方向( 着信は、システムから IP VCR。発信は、IP VCR から
システム)

通話ステータス( Call Status) ( Cisco TCS のみ)

このタブは、Cisco Telepresence コンテンツ サーバに対して表示されます。

カラム 説明

ポート( Port)  ポートの識別に役立つ名前。

名前( Name) ポートが使用されると、発信者 ID が表示されます。未使用ポートは [アイド
ル( Idle) ]と示されます。

ISDN 番号( ISDN Number)  ポートの ISDN 番号( 利用できる場合) 。

E.164 エイリアス( E.164 
Alias)  

ポートの E.164 エイリアス( 利用できる場合) 。

ビデオ コール( Video 
Calls)  

ライブ ビデオ接続の数。

音声通話( Audio Calls) ライブ音声接続の数。
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接続( Connection)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 115/337

システムの追加および管理
ナビゲータ



権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

フィードバック 
ログ( Feedback 
Log)                              

スケジューリング、エラー、および暗号化ステータスなど、特定のシステムに登録されている
すべてのイベントを説明する詳細ログ。 システムについて、100 個の最後のイベントを表示
できます。

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

通話ログ( Call 
Log)                              

選択したシステムの詳しい通話記録( CDR) ( 利用可能な場合) 。 詳細については、「詳しい
通話記録 [p.222]」を参照してください。

チケット ロ
グ( Ticket Log)
                             

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「チ
ケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

会議室と機器
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、会議室または装置を選択

Cisco TMS で制御およびアクセスできる会議室や機器の設定は制限されています。 

他のエンドポイントと比較した会議室の管理のバックグラウンドについては、Cisco TMS によるエンドポ
イントの管理方法 [p.54] を参照してください。

会議室や機器としてシステムを設定する方法については、会議室や機器の追加 [p.69] を参照してくださ
い。

サマリー( Summary)

このタブには、システムの最も重要なデータの要約が表示されます。

セクション 説明

チケッ
ト( Tickets)

選択したシステムのチケットを開きます。 詳細については、「チケット サービス 
[p.124]」を参照してください。

システム設
定( System 
Settings)

選択したシステムの関連するネットワーク アドレス、E.164 エイリアス、IP URI、H.323 ID 
と ISDN 番号。 [設定( Settings) ]タブでは、さらに多くの設定を表示および編集できま
す。

会
議( Conferences)

システムが参加することになっている、これからの会議。

システム画
像( System 
Image)

システムに関連付けるイメージを追加するか、または置き換えます。 システムがスナップシ
ョットをサポートするエンドポイントの場合、それがいずれの会議室に位置するかを表示す
る簡単な方法になります。

電話帳( Phone 
Books)

システムに設定されている任意の電話帳( 電話帳をサポートするエンドポイント、MCU、およ
びゲートウェイにのみ表示されます) 。
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セクション 説明

システム管理
者( System 
Contact)

[設定( Settings) ]タブの [システム管理者( System Contact) ]フィールドからの詳細。名
前、電子メール アドレス、電話番号などがここに表示されます。

設定( Settings)

[設定の表示( View Settings) ] および [設定の編集( Edit Settings) ]

メニュー オプションは [設定の表示( View Settings) ]および [設定の編集( Edit Settings) ]は読
み取り専用および編集可能ビューのそれぞれでほとんど同じ設定を表示します。 ソフトウェア バージョ
ンなど、一部の設定が、いずれのビューでも読み取り専用であることに注意してください。

セクション 説明

一般( General) 以下のような、システムで最も重要な設定。     
 n 名前( Name)

 n システム タイプ( System Type)

 n ネットワーク アドレス( Network Address)

 n 場所( Location)

 n システムの接続性( System Connectivity)

構
成( Configuration)

システムのソフトウェアとハードウェアのバージョン、および最後のバックアップと復元
の時間を示します。 

通話設定( Call 
Settings)

ここでは、最大 ISDN および IP 帯域幅、自動応答設定と、システムの H.323 ID、E.164 
エイリアス、および SIP URI などが分かります。

ネットワーク設
定( Network 
Settings)

このセクションでは、H.323 ゲートキーパーや SIP サーバの登録情報、NTP( Network 
Time Protocol) サーバ設定および IP 設定情報が分かります。

モニタリング/SNMP 
設
定( Monitoring/SNMP 
Settings)

このセクションでトラップ ホストおよび管理 IP アドレスと SNMP コミュニティが分かり
ます。 トラップ ホストと管理アドレスは、システムを管理する Cisco TMS サーバの IP 
アドレスにする必要があります。 レガシー Cisco TelePresence MXP エンドポイントは、
実際には、トラップを送信するために管理アドレスを使用します。     

TMS スケジューリン
グ設定( TMS 
Scheduling 
Settings)

システムの着信または発信コールおよび予約を許可または拒否する設定。

システム設定のエラーおよび警告は、正しくない設定の周囲に赤色または黄色のボックスとして表示され
ます。 問題に関するツールチップ メッセージおよびその対処方法を表示するにはエラー コードの上にマ
ウス ポインタを置きます。

[強制的に更新( Force Refresh) ]をクリックすると、システムから表示される情報が更新されます。

[強制管理設定( Enforce Management Settings) ]ボタンは、ほとんどのシステムで使用できます。 こ
のボタンをクリックすると、次のようになります。

 n [管理 IP アドレス( Management IP address) ]が、現在の Cisco TMS サーバの IP アドレスに設定
されます。 

 n [サマータイム( DaylightSaving Time) ]、[タイム ゾーン( TimeZone) ]、および [IP アドレ
ス( IP address) ]の設定と、[電話帳設定( Phonebook Settings) ]および [外部サービ
ス( External Services) ]のパスを更新します。 

 n SNMP を使用する Cisco TMS と通信するレガシー システムの場合は、[SNMP トラップホスト IP アド
レス( Traphost IP Address) ]も設定されます。 これは、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
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でイネーブルになっている場合に、すべてのシステムで自動的に実行されます。「ネットワーク設定 
[p.235]」を参照してください。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

特定のタイプのチケットを非表示にする場合は、システムのチケットのフィルタを追加または削除できま
す。 

チケットの詳細については、以下を参照してください。

 n チケット サービス [p.124]

 n チケット エラー レベルの管理 [p.258]

電話帳( Phone Book) ( 会議室のみ)

矢印ボタンを使用して、システムに電話帳を設定したり、既存の電話帳を削除したりします。 

[[電話帳の管理] に移動( Go to Manage Phone Books) ]ボタンで「電話帳の管理 [p.204]」のページ
が開きます。

電話帳を使用する方法については、「電話帳の作成および管理 [p.195]」を参照してください。

接続( Connection) ( 会議室のみ)

[接続( Connection) ]タブおよびサブメニューで、Cisco TMS がシステムとの通信に使用する接続パラ
メータを変更できます。

フィールド 説明

現在の接続状
況( Current 
Connection 
Status)

システムの現在のステータス。

認証状
況( Authentication 
Status)

システムのユーザ名とパスワードのステータス。

IP アドレス( IP 
Address)

システムの IP アドレス。

MAC アドレス( MAC 
Address)

システムの MAC アドレス

ホスト
名( Hostname)

システムのホスト名。

SNMP コミュニティ
名の取得( SNMP Get 
Community Name)

システムの SNMP 取得コミュニティ名。

ネットワークのシス
テムを追跡( Track 
system on network 
by)

システムの優先アドレスを設定します。 次のオプションがあります。                     
 1. IP アドレス( IP Address)

 2. ホスト名( Hostname)

 3. MAC アドレス( MAC Address)
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フィールド 説明

システムの接続
性( System 
Connectivity)

ネットワーク上のシステムの場所を定義します。

 n [アクセス不能( Inaccessible) ]：システムとCisco TMS が互いに接続できません。 通
信試行は行われませんが、システムは将来の会議用に予約される場合があります。 この
設定は、一時的なシステム ダウンタイム時にメンテナンスなどの状況を目的として使用
されることになっています。

 n [LAN で接続可能( Reachable onLAN) ]：システムは、Cisco TMS と同じ LAN 上にあ
り、[社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for 
Systems on Internal LAN) ]で設定された IP アドレスまたは FQDN を使用して通信しま
す。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してください。

詳細については、「システムの接続性ステータス [p.61]」を参照してください。

予約を許可( Allow 
Bookings)

[はい( Yes) ]に設定することによってシステムが予約に使用できるようにします。

システムの置換( Replace System)

このタブでは、まったく同じ名前、ロールおよび設定を持つ新しいシステムでシステムを置換できます。

ステップバイステップの説明については、「エンドポイントのスワップ [p.74]」を参照してください。

オプション ボタン 説明

変更後のシステム ネットワーク アドレ
ス( Change system Network Address to)

現在のシステムを置き換えるシステムのネットワーク アドレ
スを入力します。

既存システムに切り替えまたは置換( Switch or 
replace with existing system)

Cisco TMS にすでに追加されているまたはそれによって自動
検出される置換システムを参照します。

権限( Permissions)

[権限( Permissions) ]タブでは、Cisco TMS ユーザ グループの特定のシステムの使用および管理の権
限を制御します。 設定できる権限レベルはフォルダに設定できるものと同じです。 詳細については、「
フォルダ権限( Folder and System Permissions)  [p.122]」および「デフォルトのシステム権限 
[p.274]」を参照してください。

ログ( Logs)

システムのすべての使用可能なログへアクセスするには、このタブを使用します。

ログ 説明

履歴( History)                                Cisco TMS のシステムに対して行われたすべての検出された変更。

チケット ロ
グ( Ticket Log)                              

このシステムのオープン チケットまたは閉じたチケット。 チケットの詳細については、「
チケット サービス [p.124]」を参照してください。

監査ログ( Audit 
Log)                              

  このシステムの属性に対する変更。 詳細については、「監査ログ [p.288]」を参照してくだ
さい。

システムの追加
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、[システムの追加( Add 
Systems) ]を選択         

システムナビゲータで [システムの追加( Add Systems) ]をクリックすると、4 種類のタブを使用できま
す。
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 n システムの追加( Add Systems)

 n 一覧から( From List)

 n システムの事前登録( Pre-register Systems)

 n 会議室/機器の追加( Add Room/Equipment)

[システムの追加( Add Systems) ] タブ

オープンする最初のタブが [システムの追加( Add Systems) ]です。

セクション 説明

IP アドレスまたは DNS 
名でシステムを指定し
てください( Specify 
Systems by IP 
Addresses or DNS 
names)

このフィールドには、以下を入力できます。           
 n 単一の IP アドレスまたは DNS 名

 n 開始から終了 IP アドレスの IP アドレスの範囲

 n IP アドレスとホスト アドレスのカンマ区切りのリスト

user.TMS.int, 10.0.0.1, 10.1.1.0 - 10.1.1.10 と入力した場合、2 台のシステムが
追加され( 1 台は DNS 名で、もう 1 台は IP アドレスで) 、さらに範囲内の 10 台の
システムが追加されます。

ロケーション設定の入
力( Enter Location 
Settings)

ISDN ゾーン、IP ゾーン、時間帯を指定します。

詳細設定( Advanced 
Settings)

ペインの見出しをクリックすると、このペインが展開および縮小します。ここには、次
のセクションが含まれています。      

認証設定の指定( Set 
authentication 
settings)

システムで認証が必要な場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。[管理者パス
ワード( Admin Password) ]フィールドには入力しないでください。

記録サーバまたはコンテンツ サーバを追加する場合、API のクレデンシャルを追加し
てください。

永続設定( Persistent 
settings)

システムに永続として設定する Cisco TMS の構成テンプレートを選択します。構成テン
プレートの使用 [p.29] を参照してください。

検出オプショ
ン( Discovery 
options)

 n システムの検索で検出を高速化するために Cisco TMS が使用する SNMP コミュニテ
ィ名を指定します。すべてのシステムの SNMP コミュニティの名前が、[管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]で登録されている必要があります。ネットワーク設定 
[p.235] を参照してください。

 n システムで SNMP をサポートしない場合、[SNMP 以外のシステムの検出( Discover 
Non-SNMP Systems) ]を選択します。

 n PC およびネットワーク インフラストラクチャ デバイスなど、Cisco TMS でサポー
トされていないシステムを追加するときは、[サポートされていないシステムの追
加( Add unsupported systems) ]を選択します。[予約( Booking) ] > [アドホック
予約( Ad Hoc Booking) ]ページでの予約で使用できるように、このようなシステム
を追加できます。アドホック予約 [p.173] を参照してください。

その他( Other) [利用状況の種類( Usage type) ]では、システムを以下として使用するかどうかを指定
できます。

 n 会議室( Meeting Room)

 n 個人ホーム( Personal Home)

 n 個人オフィス( Personal Office)

 n ロールアバウト( Roll About)

一覧から( From List)

自動的に検出されたシステム、他のフォルダからのシステム、または Cisco Unified CM に登録された
システムをこのタブで追加します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 120/337

システムの追加および管理
ナビゲータ



メニ
ュー オ
プショ
ン

説明

TMS このリストは、検出されたシステムを特定のフォルダに、または既存のシステムを追加のフォルダに自
動的に追加するために使用できます。すでに Cisco TMS に入力されているか、または自動的に検出され
たシステムだけがこのリストに表示されます。

1 台のシステムが、[フォルダ内( In Folders) ]カラムで複数のフォルダに表示される場合がありま
す。 

Unified 
CM

Cisco Unified CM に登録されたシステムは、ここで Cisco TMS に追加されます。Cisco Unified CM お
よび登録されたエンドポイントの追加 [p.71] を参照してください。

システムの事前登録( Pre-register Systems)

事前登録は、最初にネットワークに接続するときに Cisco TMS がシステムを設定できるようにします。
ステップバイステップの説明については、エンドポイントの事前登録 [p.69] を参照してください。

セクション 説明

システム識別
子を選
択( Select 
System 
Identifier)

システム名および次のプライマリ ID のいずれかを指定します。

 n [MAC アドレス( MAC Address) ]：ほとんどのシステムで使用が推奨されます。 [シリアル番
号( Serial Number) ]の使用をサポートしていない限り、リモート システムに使用する必要が
あります。

 n [IP]：ネットワークアドレス変換( NAT) を使用するルータまたはファイアウォールの背後に配
置されるシステムには使用しないでください。

 n [シリアル番号( Serial Number) ]：レガシーTANDBERG MXP シリーズおよび Polycom HDX エン
ドポイントでのみサポートされます。 

ロケーション
設定の入
力( Enter 
Location 
Settings)

ISDN ゾーン、IP ゾーン、時間帯を指定します。

テンプレート
を設定しま
す( Set 
Templates)

システムがオンラインになったときにテンプレートを適用する場合は、[テンプレートを設定しま
す( Set templates) ]ペインの [初期ブートテンプレート( First Boot Template) ]リストから以
前に作成したテンプレートを選択できます。このテンプレートは、[システム( Systems) ] > [構
成テンプレート( Configuration Templates) ] ページでいつでも変更できます。

また事前登録済みシステムのリストからの値を永続化することによって、システムの永続テンプ
レートをここで設定することもできます。

 n 名前を永続に保持( Keep Name Persistent)

 n E.164 エイリアスを永続的に保持( Keep E.164 Alias Persistent)

 n H.323 ID を永続的に保持( Keep H.323 ID Persistent)

 n SIP URI を永続に保つ( Keep SIP URI Persistent)

Cisco Unified CM

Cisco Unified CM に登録されているシステムは、Cisco TMS で事前登録しないでください。Cisco 
Unified CM および登録されたエンドポイントの追加 [p.71] を参照してください。

会議室/機器の追加( Add Room/Equipment)

[会議室/機器の追加( Add Room/Equipment) ]タブで、Cisco TMS で予約可能とする装置や会議室を追
加できます。ステップバイステップの説明については、会議室や機器の追加 [p.69] を参照してくださ
い。
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セクション 説明

詳細の入力( Enter 
Details)

システムの名前を指定し、ユーザが参照できるように、サポートされているタイプ
の 1 つを選択します。

 n 会議室( Room)

 n デジタル カメラ( Digital Camera)

 n プロジェクタ( Projector)

 n DVD プレイヤ( DVD Player)

 n ドキュメント カメラ( Document Camera)

 n VCR

 n ラップトップ( Laptop)

 n ビデオ カメラ( Video Camera)

 n その他の機器( Other Equipment)

詳細設定( Advanced) [詳細設定( Advanced) ]セクション見出しをクリックすると、展開および縮小しま
す。次の設定は、サポートされていないシステムを追加するときにのみ関係しま
す。

ロケーション設定の入
力( Enter Location 
Settings)

ISDN ゾーン、IP ゾーン、時間帯を指定します。

構成の詳細を入力しま
す( Enter Configuration 
Details)

設定の詳細を入力します。一部のフィールドは、会議室または機器で必須です。

 n 会議室の[IP ゾーン( IP Zone) ]、[ISDNゾーン( ISDN Zone) ]、および [タイ
ム ゾーン( Time Zone) ]を選択します。

 n [IP 帯域幅の最大値( Maximum IP Bandwidth) ]を指定します。

 n [ゲートキーパー アドレス( Gatekeeper Address) ]を指定します。

 n [SIP URI]を使用するには、[H.323 ID]または [E.164 エイリアス( E.164 
Alias) ]を設定する必要もあります。

フォルダ権限( Folder and System Permissions)
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]で、[フォルダ権限( Folder and 
System Permissions) ]をクリック

[ナビゲータ( Navigator) ]の [フォルダ権限( Folder and System Permissions) ]ボタンで、アクテ
ィブなフォルダの許可設定に関する 2 セクションが開きます。フォルダにシステムが含まれていない場
合、[フォルダ権限( Folder Permissions) ]セクションだけが表示されます。 

システムを追加、移動、またはコピーする場合、フォルダのレベルで指定する権限は、「デフォルトのシ
ステム権限 [p.274]」にあるグループのシステム権限設定とマージされます。

これらのページの権限は異なって表示されますが、次の表に示すようにマッピングします。

フォルダ権限 デフォルトのシステム権限

読み取り( Read) 読み取り( Read) 、予約( Book)  

編集( Edit)  読み取り( Read) 、予約( Book) 、設定の編集( Edit 
Settings) 、通話の管理( Manage Calls)

権限の設定( Set 
Permissions)

—

この詳細については、デフォルトのシステム権限 [p.274] を参照してください。

フォルダ権限( Folder Permissions)

グループがフォルダの読み取りアクセスおよびその他の権限を受けるには、親フォルダで [読み取
り( Read) ]をオンにする必要があります。
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読み取
り( Read)

フォルダおよびその中身( たとえば、フォルダに追加されたシステム) を参照します。

編集( Edit) フォルダの名前および説明を編集します。この権限が削除されたグループには、[このフォルダを
編集( Edit this folder) ]ボタンが非表示になります。

権限の設
定( Set 
Permissions)

[読み取り( Read) ]、[編集( Edit) ]、[権限の設定( Set Permissions) ]の権限を設定します。 
この権限が削除されたグループには、[フォルダ権限( Folder and System Permissions) ]ボタン
が非表示になります。

[すべてのサブフォルダにフォルダ権限を適用します( Apply folder permissions to all 
subfolders) ]をオンにすると、すべてのサブフォルダに親フォルダから権限が継承されます。 

システム権限( System Permissions)

システムの権限は、システムの [権限( Permissions) ]タブやデフォルトのシステム権限 [p.274] を使
用して、各システムで個別に設定することもできます。

読み取
り( Read)

フォルダのシステムの [システム サマリー( System Summary) ]および [表示設定( View 
settings) ]ページを読み取ります。

予約( Book) フォルダのシステムを予約します( Cisco TMS の [アドホック予約( Ad Hoc Booking) ]および [
新しい会議( New Conference) ]ページを使用) 。

設定の編
集( Edit 
Settings)

フォルダのシステムの [設定の編集( Edit Settings) ]タブを使用します。

通話の管
理( Manage 
Calls)

コールの開始および切断が可能な                      [通話ステータス( Call Status) ]タブを使用します。

権限の設
定( Set 
Permissions)

フォルダのシステムの [権限( Permissions) ]タブを使用します。権限がフォルダ レベルでディ
セーブルにされている場合、ユーザまたはグループがシステム権限の設定にアクセスできないこ
とに注意してください。詳細については、「[権限( Permissions) ] タブ」を参照してくださ
い。

[サブフォルダ内のすべてのシステムに権限を適用します( Apply system permissions to all systems 
in subfolders) ]をオンにすると、サブフォルダ内のすべてのシステムに親フォルダから権限が継承され
ます。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 123/337

システムの追加および管理
ナビゲータ



チケット サービス
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [チケット サービス( Ticketing Service) ]

チケット サービスは、新しいシステムを Cisco TMS に追加するとき、および既存のシステムの設定がシ
ステム スキャナで読み込まれたり、既存のシステムが手動で更新されたりするたびにシステムをスキャン
し、設定エラーがないかをチェックします。

エラーが検出されると、Cisco TMS は、チケット ID、説明および重大度を含むシステムの新しいチケッ
トを発行します。チケットのデフォルトの重大度は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [チケット エラー レベルの管理( Manage Ticket Error Levels) ]で設定し
ます。「チケット エラー レベルの管理 [p.258]」を参照してください。

左側のペインには、システム リストと、ソート モードを選択できるドロップダウンが含まれています。 

 n [チケットの重大度別にソート( Sort by ticket severity) ]：最も重大なエラーのシステムを迅速に
識別し、最初に修正します。これはデフォルトのソート モードです。

 n [チケットの種類別にソート( Sort by ticket type) ]：同じタイプのエラーがあるシステムを迅速に
識別し、同時に複数のシステムのエラーを修正できます。

各システムにマウスを置くと、チケット タイプの説明が表示されます。

チケットのステータス

ステータス 説明

オープン( Open) エラーがまだ処理されていません( デフォルト ステータスです) 。

固定( Fixed) エラーは修正されています。

承認済
み( Acknowledged)

ユーザがエラーを確認済みです。

無
効( Invalidated)

チケットはチケット サービスによって無効にされました。これは、システムがオフライン
になり、Cisco TMS が、チケットが有効かどうかを確認できなくなった場合に発生しま
す。Cisco TMS がシステムに接続できない場合、有効なチケットは TMS 接続エラーのチケ
ットだけです。

ページ内のシステムの管理

左側のリストの項目をクリックして、[チケット サービス( Ticketing Service) ]ページでエラーを直
接調整できます。

 n システムをクリックすると、Navigator のようなシステム管理ビューが開きます。

 n [チケットの種類別にソート( Sort by ticket type) ]が選択されている場合、グループ ヘッダーを
クリックすると、複数のシステムの概要が開きます。

 l チケットに関連付けられたシステム フィールドを編集できる場合は、概要に編集可能なフィールドが
含まれます。

 l そうでない場合は、読み取り専用の概要が表示されます。

システム管理ビューには、[設定の編集( Edit Settings) ]、[チケット フィルタ( Ticket 
Filters) ]、[チケット ログ( Ticket Log) ]の3個のタブがあります。 

各タブの上部に、[チケット( Tickets) ]セクションが表示されます。

チケット( Tickets)

ここには、ステータスによってグループ化された現在のチケットのリストが含まれます。各チケットのタ
イトルをクリックすると、次のアクション メニュー項目が表示されます。
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アクション 説明

このシステムのチケットタイプを
無視( Ignore ticket type for 
this system)

このシステムでは、指定されたチケット タイプの表示を停止します。

すべてのシステムのチケットタイ
プを無視( Ignore ticket type 
for all systems)

すべてのシステムで、指定されたチケット タイプの表示を停止します。

チケットの承認( Acknowledge 
ticket)

オープン エラーとして指定チケットを表示することを停止します。チケット
を承認すると、チケットに付けるメッセージを変更できます。

このチケットをクリア( Clear 
this ticket)

手動でチケットをクリアします。この処理は、ユーザ定義のチケット、リ
モートの低バッテリなど、Cisco TMS で自動的にクリアできない特定タイプ
のチケットにのみ使用できます。

チケットのリストの下で、2 個のリンクを使用できます。

 n [チケット( Tickets) ]ペインの下部にある [カスタム チケットの追加( Add custom ticket) ]リン
クは、1 つのシステムと、Cisco TMS にチケットがない 1 つのケースに対応するカスタム チケットを
作成するために使用できます。
リンクをクリックすると、説明および重大度を入力できるポップアップ ウィンドウが起動します。チ
ケットには、チケット サービスを介してアクセスできます。問題を報告するこの機能を使用して、問
題解決のための構造化されたルーチンを作成できます。

 n [システム ナビゲータでシステムを開く( Open system in System Navigator) ]は、Navigator でシ
ステムに直接移動し、システムでサポートされているすべての設定を変更できます。

設定の編集( Edit Settings)

このタブで編集できる設定は、チケット タイプによって異なります。

 n チケット タイプが [接続エラー( Connection Error) ]の場合、Cisco TMS は、Navigator の [接
続( Connection) ]タブを開きます。

 n 他のチケット タイプの場合、Cisco TMS は、Navigator の [編集の設定( Edit Settings) ]ビュー
を表示します。 

表示される情報と設定もシステム タイプによって異なります。全体的に、使用可能なアクションと設定
は、ナビゲータ [p.78] で使用できるものに対応します。

チケット フィルタ( Ticket Filters)

このタブで、チケットに対してフィルタを追加し、管理します。選択したシステムでチケットを非表示に
するすべてのフィルタ、およびすべてのシステムを対象とするグローバル フィルタを管理できます。 

チケット ログ( Ticket Log)

[チケット ログ( Ticket Log) ]タブには、システムで発生したすべてのチケットのリストが含まれま
す。リストは、まずチケットのステータスで、次に修正日付でソートされます。

チケット タイプにマウスを置くと、チケットの説明がツールチップとして表示されます。
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システムの概要
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [システムの概要( System Overview) ]

このページで、テーブル ビューで表示された特定のシステムに固有のパラメータを比較できます。テーブ
ルは、その後の処理のために Excel にエクスポートできます。

 n 使用可能なすべてのシステムが、左のフォルダ画面に表示されます。

 n 使用可能なすべてのパラメータが、右側に表示されます。

システムとパラメータの任意の組み合わせを選択して、ページの下部にある [表示( View) ]をクリック
します。

テーブルが生成されると、[Excel にエクスポート( Export to Excel) ]が使用可能になります。
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ダイヤル計画の管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [ダイヤル計画の管理( Manage Dial Plan) ]

このページでは、システムを選択し、次の設定を変更できます。

設定 説明

システム名( System Name) Cisco TMS でのシステムの表示名。

H.323 ID システムへの接続に使用する英数字の H.323 ID です( 該当する場合) 。

E.164 エイリアス( E.164 
Alias)

システムへの接続に使用する数字の E.164 エイリアスです( 該当する場合) 。

SIP URI システムへの接続に使用する SIP アドレスです( 該当する場合) 。

永久的( Persistent) このオプションをオンにすると、これらの設定がすべて永続的に設定されま
す。

 n システム名( System Name)

 n H.323 ID

 n E.164 エイリアス( E.164 Alias)

 n SIP URI

 n 永続テンプレート( Persistent Template)

システム識別子( System 
Identifier)

IP アドレスまたは MAC アドレスによってシステムを追跡するかどうか。

永続テンプレート( Persistent 
Template)

使用可能な構成テンプレートのドロップダウン リスト。「構成テンプレート 
[p.134]」を参照してください。
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プロビジョニング
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [プロビジョニング( Provisioning) ]

このメニュー セクションは、Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension がシ
ステムにインストールされてアクティブな場合にのみ、Cisco TMS で使用可能です。 

ボタン、設定およびメニュー項目への参照を次に示します。Cisco TMSPE のインストール、設定および配
置に関するガイダンスについては、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension Deployment Guide』を参照してください。

ユーザ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [プロビジョニング( Provisioning) ] > [ユーザ( Users) ]

画面の左側では、アコーディオン ボタンの [ユーザとグループ( Users and Groups) ]および [構成テ
ンプレート( Configuration Templates) ]を使用して、2 セクションにアクセスできます。

ユーザとグループ

ユーザまたはグループを選択すると、そのユーザまたはグループの設定が [ユーザ( Users) ] ウィンド
ウの右側のペインに表示されます。

ボタン 説明

左側のボタン  

グループの追加( Add Group) 手動で新しいユーザ グループを作成するには、表示名を入力します。

ユーザの追加( Add User) 手動で新しいユーザを作成するには、ユーザの詳細を入力します。

リロード( Reload)  Active Directory または LDAP からインポートしたグループおよびユー
ザのリストを更新します。

右側のボタン  

グループ名の変更...( Rename 
Group...)

グループの表示名を編集します。

ユーザの編集( Edit User) ユーザの詳細を編集します。

削除( Delete) グループまたはユーザを削除します。

アカウント情報を送信( Send Account 
Information)

ユーザまたはグループのすべてのユーザにアカウント情報が含まれてい
る電子メールを送信します。

グループを移動( Move Group) 別のグループ フォルダにグループを移動します。

ユーザを移動( Move User) 別のグループにユーザを移動します。

詳細表示の切り替え( Toggle 
Details)

より多くのユーザの詳細を表示する場合にクリックします。

グループに移動( Go to Group) ユーザが属するグループを表示します。

ユーザ設定

[ユーザ設定( User Settings) ]セクションのボタン。

ボタン 説明

編集( Edit)   パターンを編集します。

リロード( Reload)   より高いグループ レベルで設定されたパターンを更新します。

設定のアドレス パターンを次に示します。
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パターン 説明

ビデオ アドレス パ
ターン( Video 
Address Pattern)

Video URI は、ビデオの URI を生成するために使用されます。ビデオ URI は、ユーザの 
FindMe のアドレスに使用され、電話帳で使用できます。

Video URI の例：{username}@company.com

発信者 ID パター
ン( Caller ID 
Pattern)

発信者 ID は、発信者 ID を生成するために使用されます。発信者 ID は、FindMe の
コールが ISDN ゲートウェイを介してルーティングされる場合に、コールバック番号とし
て使用されます。

例：{office_phone}

デバイス アドレス 
パターン( Device 
Address Pattern)

デバイス アドレスは、プロビジョニングしたデバイスに設定されるデバイス アドレスを
生成するために使用されます。

例：{username}.{device.model}@company.com

イメージ URL パター
ン( Image URL 
Pattern)

イメージ URL は、Cisco TMSPE および FindMe ユーザ インターフェイス、および機能を
サポートするデバイスの電話帳に表示できるユーザのイメージへのポインタです。サポー
トされている拡張子は jpg、.jpeg、および .png です。

例：http://yourimageserver/users/{username}.png

パターンの設定について、これ以上のヘルプを表示するには、[編集( Edit) ]> [ユーザ設定( User 
Settings) ]ポップアップ ウィンドウでヘルプ リンクをクリックします。

ユーザのインポート

[タイプ( Type) ]フィールドを表示するには、[構成( Configure) ]をクリックします。

グループおよびユーザをインポートする元のディレクトリ サーバのタイプを選択します。

 n Active Directory( AD)

 n Kerberos 対応 Active Directory( セキュア AD)   

 n Lightweight Directory Access Protocol( LDAP)  

サーバ設定を入力します。

構成テンプレート( Configuration Templates)

[テンプレートの割り当て( Assign Templates) ]をクリックして、グループに割り当てるテンプレート
を選択します。

プロビジョニングされたデバイス( Provisioned Devices)

ユーザがログインしたデバイスがここに表示されます。

構成テンプレート( Configuration Templates)

各デバイスのテンプレートを追加し、管理します。

ボタン 説明

左側のボタン  

スキーマの追加...( Add Schema...) 参照して、構成テンプレートのスキーマを追加します。

テンプレートの追加...( Add Template...) テンプレート スキーマから新しい構成テンプレートを作成しま
す。

右側のボタン  
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ボタン 説明

テンプレート名の変更...( Rename 
Template...)

テンプレートの表示名を変更します。

テンプレートの削除( Delete Template) テンプレートを削除します。

スキーマの削除( Delete Schema) スキーマを削除します。

構成のコピー...( Copy Configurations...) 別のテンプレートからこのテンプレートに構成をコピーします。

構成の編集...( Edit Configurations...) 構成を追加および削除して、値を編集します。

右側のペインに表示される情報は、スキーマまたはテンプレートが選択されているかどうかによって異な
ります。

FindMe
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [プロビジョニング( Provisioning) ] > [FindMe]

画面の左側は、アコーディオン ボタンを使用してアクセスする 3 セクションで構成されます。[アカウ
ントとグループ( Accounts and Groups) ]、[ロケーション テンプレート( Location Templates) ]、[
デバイス テンプレート( Device Templates) ]があります。

アカウントとグループ( Accounts and Groups)

[FindMe] ウィンドウの右ペインに設定を表示するアカウントまたはグループを選択します。

ボタン 説明

グループの追加( Add Group) FindMe グループを作成するには、表示名を入力します。

アカウントの追加( Add Account) FindMe のアカウントを作成するためのアカウントの詳細を追加しま
す。

FindMe ユーザ ポータルで編集( Edit 
in FindMe User Portal)

新しいブラウザ ウィンドウで FindMe ユーザ ポータルを起動し、ユー
ザの FindMe プロファイルを直接編集します。

テンプレートの割り当て( Assign 
Templates)

グループにロケーション テンプレートを割り当てます。

編集( Edit) 表示名を変更します。 

削除( Delete) テンプレートを削除します。

 n グループをクリックすると、割り当てられているロケーション テンプレートが表示されます。

 n アカウントをクリックすると、関連付けられているロケーションおよびデバイスが表示されます。

ロケーション テンプレート( Location Templates)

[FindMe] ウィンドウの右ペインに設定を表示するロケーション テンプレートを選択します。

ボタン 説明

ロケーション テンプレートの追
加( Add Location Template)

表示名と呼び出し時間を入力し、ロケーション テンプレートを作成しま
す。

デバイス テンプレートの追加( Add 
Device Template)

デバイス テンプレートを作成するには、表示名、デバイス タイプ、およ
びデバイス アドレス パターンを入力します。

テンプレートの割り当て( Assign 
Templates)

ロケーション テンプレートにデバイス テンプレートを割り当てます。

編集( Edit) テンプレートの名前を変更し、呼び出し時間を変更します。
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テンプレートを選択すると、[FindMe] ウィンドウの右側のペインに、そのロケーション テンプレートの
デバイス テンプレートおよび割り当てられているグループ設定が表示されます。

デバイス テンプレート( Device Templates)

[FindMe] ページの右側に設定を表示するデバイス テンプレートを選択します。

ボタン 説明

デバイス テンプレートの追
加( Add Device Template)

デバイス テンプレートを作成するには、表示名、デバイス タイプ、および
デバイス アドレス パターンを入力します。

テンプレートの割り当て( Assign 
Templates)

ロケーション テンプレートにデバイス テンプレートを割り当てます。

編集( Edit) テンプレートの名前を変更し、呼び出し時間を変更します。

テンプレートを選択すると、[FindMe] ウィンドウの右側のペインに、そのデバイス テンプレートのロ
ケーション テンプレートが表示されます。

ロケーションおよびデバイスの再生成( Regenerate Locations and Devices)

3 つすべてのセクションで、[ロケーションおよびデバイスの再生成...( Regenerate Locations and 
Devices...) ]ボタンを使用できます。このボタンは、設定されたロケーションおよびデバイス テンプ
レートに基づいて、選択されたグループ( およびサブグループ) またはテンプレートに関連付けられたロ
ケーションおよびデバイスを生成します。ダイアログが開いたら、次のいずれかを選択します。

 n [はい( Yes) ]：テンプレートを適用して、ユーザによる編集をすべて上書きします。

 n [いいえ( No) ]：テンプレートを適用しますが、ユーザによる既存の編集は維持します。

 n [キャンセル( Cancel) ]：テンプレートを適用しません。

デバイス
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [プロビジョニング( Provisioning) ] > [デバイ
ス( Devices) ]

このページには、プロビジョニングされたすべてのデバイスが表示されます。

 n 表示するデバイスを選択するには、フィルタ ドロップダウン メニューと検索フィールドを使用して、[
フィルタ( Filter) ]をクリックします。

 n 最下位のツールバーを使用して、削除するすべてのエントリを選択または選択解除します。

 n [すべてをエクスポート( Export All) ]をクリックして、デバイスのカンマ区切りリストをダウンロー
ドし、サードパーティ製アプリケーションでさらに処理します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 131/337

システムの追加および管理
プロビジョニング



構成のバックアップ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [構成のバックアップ( Configuration Backup) ]

この機能では、ユーザが複数のシステムの全設定をバックアップすることができます。後でシステム設定
を復元するためのバックアップは、1 回の操作で実行されます。

バックアップを実行
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [構成のバックアップ( Configuration Backup) ] > [バックア
ップを実行( Perform Backup) ]

このページで、Cisco TMS サーバのシステム コンフィギュレーションのバックアップを作成できます。 

すでにサーバにバックアップされているシステムの場合、以前のバックアップの日付がシステム名の横に
表示されます。

最新のバックアップから設定を表示するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動します。

 2. システムをクリックします。 

 3. [設定( Settings) ]タブをクリックします。

 4. [設定の比較( Compare Settings) ]をクリックします。 
バックアップ以後に変更された設定が強調表示されます。[システム設定( System Setting) ]カラム
は現在の設定を示し、[サーバ設定( Server Setting) ]カラムはバックアップの設定を示します。

新しいバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

 1. システムを選択します( すべてを選択するには、最初のフォルダをダブルクリックしてください) 。 
バックアップを実行するために選択されたシステムの数を右側で確認できます。

 2. [バックアップの作成( Make Backup) ]をクリックします。

復元の実行
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [構成のバックアップ( Configuration Backup) ] > [復元の実
行( Perform Restore) ]

このページで、以前作成したバックアップから設定を復元できます。このページで選択できるの
は、Cisco TMS サーバにバックアップがあるシステムだけです。

即時復元

システム設定を即時に復元するには、左側のセクションでシステムを選択し、[復元( Restore) ]をクリ
ックします。

スケジュールされた復元

繰り返し復元の設定をスケジュールするには、次の手順を実行します。

 1. 左側のセクションでシステムを選択します。

 2. 右側の [イベント時間の復元( Restore Event Time) ]で、次の手順を実行します。
 a. [復元時間( Restore time) ]を設定します。
 b. [定例開催( Recurrence) ]を [1 回( Once) ]または [毎日( Daily) ]に設定します。

 3. [復元( Restore) ]をクリックします。

電子メール アラート

復元が完了するか、または失敗したときに、電子メール通知を受信することを選択できます。 

[電子メール アラートの送信( Send Email Alert) ]セクションで、優先する選択肢を選択します。
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モニタリング( Monitoring)

復元の進行状況およびステータスを監視するには、[システム( Systems) ] > [構成のバックアッ
プ( Configuration Backup) ] > [バックアップ/復元の活動状況( Backup/Restore Activity 
Status) ]に進みます。バックアップ/復元の活動状況 [p.133] を参照してください。

バックアップ/復元の活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [構成のバックアップ( Configuration Backup) ] > [バックア
ップ/復元の活動状況( Backup/Restore Activity Status) ]

[バックアップ/復元の活動状況( Backup/Restore Activity Status) ]ページの情報でスケジュール バ
ックアップおよび復元のステータスが提供されます。

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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構成テンプレート
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [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) ]

このページで、Cisco TMS 制御システム用の構成テンプレートを作成、編集、コピー、削除します。 

構成テンプレートを使用して、1 回の操作で複数のシステムに特定の設定をダウンロードできます。これ
によって、異なるシステム間の設定を同じにできます。

構成テンプレートには任意のシステム カテゴリの設定を含めることができます。システムでサポートされ
ないテンプレート設定は無視されます。

Cisco TMSPE には、他の場所で管理される独自の構成テンプレートがあることに注意してください。調べ
たい情報が、                  Cisco TMSPE でプロビジョニングされたエンドポイントの設定に関するものの場合は、「
プロビジョニング [p.128]を参照してください。

構成テンプレートのメインページ

このページには、使用可能なすべての構成テンプレートが表示されます。 

デフォルトのインストールの一部として、Cisco TMS によって「Discovered Systems Template」とい
うテンプレートが作成されています。

ドロップダウン メニューは、リストの各テンプレートにマウスを置くと使用できます

メニュー項目 説明

表示( View) テンプレートの読み取り専用ビューを開きます。システムのテンプレートを編集、コピー、または
設定するボタンは、このビューから使用できます。

編集( Edit)  テンプレートの編集可能なビューである [構成テンプレートの設定を選択( Select Settings for 
Configuration Template) ]ページ( 次を参照) を開きます。

コ
ピー( Copy)

新しいテンプレートを作成するために、このテンプレートを使用します。

システムに設
定( Set on 
Systems)

メイン フォルダ構造からシステムを選択し、ワンタイム処理または永続テンプレートとしてシス
テムのテンプレートを設定できる [システムに構成テンプレートを設定( Set Configuration 
Template on Systems) ]ページを開きます。

[新しい構成テンプレート( New Configuration Template) ]ボタンによって、[構成テンプレートの設定
を選択( Select Settings for Configuration Template) ]ページが開きます。

構成テンプレートの設定を選択

フィールド 説明

名前( Name) 構成テンプレートの識別に役立つ名前。

3 個のタブをテンプレートの設定に使用できます。以下を参照してください。

テンプレート設定( Template Settings)

このタブには、ほとんどのシステムに適用できる一般設定が含まれます。
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フィールド 説明

予約を許可( Allow Bookings) [なし( None) ]：設定を指定しません。

[オン( On) ]：システムを予約で使用できるようにします。

[オフ( Off) ]：システムを予約で使用不可にします。

DNS ドメイン名( DNS Domain 
Name)

システムの DNS ドメイン名。

DNS サーバ アドレス( DNS 
Server Address)

システムの DNS アドレス。

H.323 通話設定モード( H.323 
Call Setup Mode)

[なし( None) ]：

[ゲートキーパー( Gatekeeper) ]：システムは、H.323コールを発信するため
にゲートキーパーを使用します。

[直接( Direct) ]：H.323コールを行うために IP アドレスをダイヤルする必
要があります。

H.323 ゲートキーパー アドレ
ス( H.323 Gatekeeper 
Address)

H.323 ゲートキーパーのアドレスを定義します。

H.323 ゲートキーパー ディスカ
バリ モード( H.323 Gatekeeper 
Discovery Mode)

[なし( None) ]：

[手動( Manual) ]：システムは、[H.323 ゲートキーパー アドレス( H.323 
Gatekeeper Address) ]で識別された特定のゲートキーパーを使用します。

[自動( Auto) ]：システムは自動的に使用可能なゲートキーパーに登録しよう
とします。

システムの IP ゾーン( IP Zone 
for the system)

[なし( None) ]：

Cisco TMS で定義されている IP ゾーンのリスト。

システムの ISDN ゾーン( ISDN 
Zone for the system)

[なし( None) ]：

Cisco TMS で定義されている ISDN ゾーンのリスト。

管理アドレス( Management 
Address)

Cisco TMS、Cisco VCS、または Cisco Unified CM のアドレスとなる、システ
ムの外部マネージャのアドレス。どれにするかは、エンドポイントをプロビジ
ョニングする方法によって異なります。 

電話帳 1( Phone Book 1) [なし( None) ]：選択されている電話帳なし

Cisco TMS で使用可能なすべての電話帳のリストから選択できます。電話帳 2( Phone Book 2)

電話帳 3( Phone Book 3)

SIP モード( SIP Mode) [なし( None) ]：設定を指定しません。

[オン( On) ]：着信および発信SIP コールをシステムでイネーブルにします。

[オフ( Off) ]：システムからの着信および発信SIP コールをディセーブルに
します。

SIP プロキシの IP アドレ
ス( SIP Proxy IP Address)

手動で設定されたシグナリングの発信プロキシ、または SIP レジストラ。

SIP サーバ検出( SIP Server 
Discovery)

[なし( None) ]：

[自動( Auto) ]：[SIP プロキシの IP アドレス( SIP Proxy IP Address) ]
はDHCP サービスから取得されます( 可能な場合) 。

[手動( Manual) ]：手動で設定された[SIP プロキシの IP アドレス( SIP 
Proxy IP Address) ]が使用されます。

タイムゾーン( Time Zone) [なし( None) ]：指定された時間帯はありません。

Cisco TMS で使用可能なすべてのタイム ゾーンのリストから選択できます。

構成を設定しているシステムに適用するタイム ゾーンを選択します。
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詳細設定の選択( Select Advanced Settings)

このタブでシステム固有の設定を検索し、[テンプレート設定( Template Settings) ]タブから一般テン
プレートに追加できます。

必要な詳細設定を選択して保存した後、[テンプレート設定( Template Settings) ]タブに戻って詳細設
定を編集できます。タブのすべての設定はアルファベット順に表示されます。

フィールド 説明

フィルタ( Filter) 構成テンプレートに追加する設定の名前を入力します。 

このフィールドを空白のまま残し、特定のシステム タイプを選択すると、そのシステム 
タイプに使用可能なすべての設定が表示されます。

すべてのシステ
ム( All Systems)

検索を適用するシステムを選択します。

システム タイプごとに異なる設定を検索して選択し、1 個の構成テンプレートに適用で
きます。 

[TMS コマンド( TMS Commands) ]：すべてのシステムに適用できる一般設定。

フィルタが適用されている場合、画面の左側にフィルタ基準を満たすすべての使用可能な設定のリストが
表示されます。右側に、テンプレート用に選択した設定が示されます。設定の追加や削除には、矢印ボタ
ンを使用できます。

各リスト エントリには、名前付き設定と、それが有効であるシステム タイプが含まれます。

 注： システム タイプを指定した設定テンプレートを使用して、システムのタイム ゾーンを設定する場
合は、タイム ゾーンがシステム自体では更新されますが、Cisco TMS 内のシステムでは更新されませ
ん。したがって、[テンプレート設定( Template Settings) ]タブで「その他のタイプ」というシステム 
タイプを使用してタイム ゾーンを設定することを推奨します。これで、システム自体と、Cisco TMS 内
のシステムでタイム ゾーンが更新されます。

永続スケジュール( Persistent Scheduling)

繰り返しの設定の時間または間隔を設定するには、このページを使用します。 

すべての構成テンプレートは、デフォルトとして永続スケジュールで設定されます。1 回だけの構成テン
プレートの適用は( 繰り返しよりも優先されます) 、[システムに構成テンプレートを設定( Set 
Configuration Template on Systems) ]ページでできます。これは、[システムに設定( Set on 
Systems) ]をクリックすると使用できます。

フィールド 説明

次の時刻に適用( Apply 
at)

構成の時刻を設定します。

繰り返し間
隔( Recurrence 
Interval)

オプションには、[毎日( Daily) ]または [毎週( Weekly) ]があります。

次の曜日毎( On Each) このフィールドは、[繰り返し間隔( Recurrence Interval) ]が [毎週( Weekly) ]に設
定された場合だけアクティブになります。設定が発生する曜日を指定します。

システム起動時に適
用( Apply on System 
Boot)

システム ブートするときに常に構成テンプレートを適用する場合は、これを選択しま
す。
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構成テンプレートの活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [構成テンプレート( Configuration Templates) ] > [構成テン
プレートの活動状況( Configuration Template Activity Status) ]

[構成テンプレートの活動状況( Configuration Template Activity Status) ]ページは、システムに設
定されている進行中の構成テンプレートのステータスを表示します。サーバを選択して [削
除( Delete) ]ボタンをクリックすると、プロセスを削除できます。

永続テンプレートには 2 種類のエントリがあります。

 n 最初のエントリは、テンプレートがシステムで設定されたときのエントリです。これらのエントリに
は、繰り返しは設定されていません。 

 n 2 番目のエントリは、繰り返しが毎日に設定されているテンプレートのエントリです。

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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システムのアップグレード
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [システムのアップグレード( System Upgrade) ]

このページで、Cisco TMS で制御されたシステムと Cisco TMSPE でプロビジョニングされたシステムの
ソフトウェアをアップグレードできます。

ソフトウェア アップグレードは、会議室および Cisco Unified CM 管理対象システムではサポートされ
ません。

Cisco TMS システム

Cisco TMS 制御システムの場合、ナビゲータ [p.78] の表示オプションのような表示オプションのドロ
ップダウン リストから選択できます。[検索( Search) ]タブを開いて、特定のシステムを検索すること
もできます。

プロビジョニング拡張機能によって管理されているシステム

Cisco TMSPE でプロビジョニングされたシステムの場合、[ソフトウェアバージョンで並べ替え( Order 
by Software Version) ]または [すべて表示( List All) ]を選択して、ユーザに属するすべてのシス
テムを [システム( Systems) ] > [プロビジョニング( Provisioning) ] > [ユーザ( Users) ]ページ
に含めることができます。

 n Cisco Jabber Video for Telepresence のアップグレード手順については、『Cisco Jabber Video 
for Telepresence Administrator Guide』を参照してください。

 n Cisco TMSPE でプロビジョニングされたシステムのアップグレードおよびメンテナンスについて
は、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参
照してください。

アップグレード モード

[システムのアップグレード( System Upgrade) ]ページの下部にあるドロップダウン リストでは、3 つ
のアップグレード モードを使用できます。

モード 説明

基本( Basic) Cisco TMS は、すでにシステムにインストールされているソフトウェアと互換性があるソフトウ
ェア パッケージを選択します。このモードは、ほとんどのアップグレードで機能します。

詳細設
定( Advanced)

互換性のあるパッケージのリストから手動でパッケージを選択する必要があります。

エキスパー
ト( Expert)

Cisco TMS サーバで使用可能なすべてのソフトウェア パッケージから選択します。このモード
では、さまざまなシステムにアップロードできるソフトウェア パッケージの知識が必要である
ことに注意してください。

アップグレードのボタン

ページの下部で、次のボタンを使用できます。

ボタン 説明

次へ( Next) [ソフトウェアとリリース キーを選択します( Select Software and Release Keys) ]ページ( 下
記を参照) を表示します。
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ボタン 説明

自動選
択( Auto 
Select)

自動的に、利用できる新しいソフトウェア バージョンがあるシステムを選択し( Cisco に登録し
たシステムのアップデート チェックに基づいて) 、ソフトウェア パッケージおよびリリース 
キーとともに、これらのシステムのリストを表示します。この機能は、次の場合にのみ使用でき
ます。 
[更新の自動確認( Automatically Check for Updates) ]が [はい( Yes) ]に設定されている。ネ
ットワーク設定 [p.235] を参照してください。

更新の確
認( Check for 
Updates)

Cisco のアップグレードの Web サービスに登録したシステムのソフトウェア アップデートおよ
び対応するリリース キーが自動的にダウンロードされます。

登録されていない、またはアップグレードのチェックによって識別されない Cisco TMS にシステ
ムがある場合は、不明なシステムで XML ファイルが生成されます。ファイルには、チェックの後
に表示される警告メッセージの [不明なシステム ファイルを表示( View unknown systems 
file) ]リンクをクリックしてアクセスできます。

アップグレー
ド( Upgrade)

[ソフトウェアとリリース キーを選択します( Select Software and Release Keys) ]ページ( 下
記を参照) に必要な情報を入力してから、アップグレードを開始します。

[システムのアップグレードの活動状況( System Upgrade Activity Status) ]ページから、ソフ
トウェア アップグレードの進行状況を追跡できます。

注：このボタンは、システムがアップグレード用にすでに選択されている場合にのみ表示されま
す。

一部のボタンは [更新の自動確認( Automatically Check for Updates) ]が [いいえ( No) ]に設定さ
れている場合にのみ使用可能です。ネットワーク設定 [p.235] を参照してください。

ボタン 説明

ログのイン
ポー
ト( Import 
Log)

ソフトウェアおよびリリース キーのログを受け取った場合は、すべての Cisco システムにイン
ポートします。[システムのアップグレード( System Upgrade) ]ページは、ログのすべてのシステ
ムと、そのシステムのソフトウェアおよびリリース キーを表示します。ログをインポートした後
で [アップグレード( Upgrade) ]ボタンをクリックしてシステムをアップグレードできます。              

ログの生
成( Generate 
Log)

ページからリリース キーのレポートを生成します。リストには、システムおよび各システムに選
択されたソフトウェア パッケージに関する情報が記載されています。              

ソフトウェアとリリース キーの選択

[ソフトウェアとリリース キーを選択します( Select Software and Release Keys) ]ページは、1 つ
以上のシステムがアップグレードに選択され、[次へ( Next) ]がクリックされると表示されます。

フィールド 説明

リリース 
キー( Release 
Key)

このフィールドが Cisco TMS によって事前に入力されていない場合は、手動で入力する必要が
あります。メジャー バージョン番号は、新しいリリース キーを必要とします。

ソフトウェ
ア( Software)

使用可能なソフトウェア パッケージのドロップダウン リスト。

日付( Date) スケジュールされたアップグレードの日付。

開始時
刻( Start 
time)

選択した日付のスケジュールされたアップグレードの開始時刻。
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ソフトウェア マネージャ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [システムのアップグレード( System Upgrade) ] > [ソフトウ
ェア マネージャ( Software Manager) ]

このページは、次のアップグレードに使用できるすべてのソフトウェア パッケージを管理するために使用
します。

 n Cisco 制御システム

 n Cisco TMSPE プロビジョニング システム

アップグレードの手順については、「Cisco TMS 制御エンドポイントのアップグレード [p.75]」を参照
してください。

このソフトウェア マネージャは、次のソフトウェア パッケージには使用できないことに注意してくださ
い。

 n Cisco Unified CM によって管理されるシステム。

 n 会議室として、または機器として Cisco TMS に追加されたシステム。

有効な形式

[新しいソフトウェアをアップロード( Upload New Software) ]をクリックすると、サーバまたはネット
ワークでソフトウェア ファイルを参照することができます。ファイルのアップロードでサポートされる拡
張子は .zip、*.pkg、*.exe、*.dmg、*.gz です。

Cisco TMS サーバにアクセスできる場合は、この Web インターフェイスを使用せずに、サーバの宛先デ
ィレクトリにソフトウェア パッケージを直接コピーすることも選択できます。

ソフトウェアの宛先ディレクトリは、[Administrative Tools( 管理ツール) ] > [Configuration( 設
定) ] > [General Settings( 一般設定) ]ページで [ソフトウェア FTP ディレクトリ( Software FTP 
Directory) ]フィールドに表示されます。ディレクトリの場所を変更するには、TMS ツール アプリケー
ションを使用する必要があります。以下を参照してください。

ソフトウェア リストのフィールド

リストは、少なくとも 1 つのソフトウェア パッケージを Cisco TMS にアップロードした場合にのみ表
示されます。アップロードされた各ファイルがソフトウェア リストに追加されます。

フィールド 説明

ファイル名( File Name) アップロードされたソフトウェア パッケージのファイル名。

ターゲット( Target) ソフトウェアが有効なシステム タイプ。

バージョン( Version) ソフトウェアのバージョン。

ISDN/IP 帯域幅( ISDN/IP 
Bandwidth)

TANDBERG クラッシック ソフトウェア バージョンをサポートするためのレガシー 
フィールドです。

ビデオモード - 暗号化サ
ポート( Video Mode - 
Encryption Support)

ビデオ モードは NTSC/PAL に関して TANDBERG クラッシック ソフトウェア バー
ジョンをサポートするためのレガシー フィールドです。

暗号化サポートは、アップロードされているソフトウェア パッケージが暗号化を
サポートしない場合は[暗号化なし( No encryption) ]、サポートする場合は[暗号
化あり( With encryption) ] です。

ソフトウェアの上書きと削除

 n リストにすでに存在するソフトウェア パッケージをアップロードすると、Cisco TMS は、現在アップ
ロード中のもので古いものを上書きします。プロンプトは表示されません。実際の上書きは、アップ
ロードが終了した直後に実行されます。
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 n ソフトウェア パッケージが不要になったら、リストから項目を選択し、[削除( Delete) ]をクリック
することによって、サーバから削除できます。

システムのアップグレードの活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [システムのアップグレード( System Upgrade) ] > [システム
のアップグレードの活動状況( System Upgrade Activity Status) ]

このページは、スケジュールされているシステム アップグレード、および進行中のシステム アップグ
レードのステータスを表示します。

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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システムを消去
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [システムを消去( Purge Systems) ]

この機能で、今後 Cisco TMS に表示したくないシステムを Cisco TMS データベースから削除し、消去
することができます。

消去されたシステムは、すべての進行中および保留中のスケジュールされた会議からも削除されることに
注意が必要です。

システム リストには、Cisco TMS に追加されていない自動検出のシステムが含まれることに注意してく
ださい。

消去するには、次の手順を実行します。

 1. 削除するシステムを選択します。

 2. ページの下部にある [システムを消去( Purge Systems) ]をクリックします。
選択したすべてのシステムと、参加する予定の将来のすべての会議を含むリストが表示されます。

 3. 操作を確認するには、[消去( Purge) ]をクリックします。
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イベント通知マネージャ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [システム( Systems) ] > [イベント通知マネージャ( Event Notification Manager) ]

イベント通知マネージャで、ユーザがイベントをサブスクライブして、イベントが発生するたびに電子
メールで通知されるようにできます。サブスクライブするには、ユーザがイベントにアクセス権を持って
いる必要があります。 

Cisco TMS のイベント通知ウィザードを使用するには、次の手順を実行します。

 1. 特定のイベント通知レベルを設定するユーザを選択します。

 2. [編集( Edit) ]リンクをクリックします。

 3. 通知するシステムとイベントをチェックして選択し、矢印ボタンを使用して保存された通知の右のリス
トに移動します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。
選択したイベントが発生すると、電子メールで通知されます。

イベントタイプの選択

イベントの種類 説明

認証エラー( Authentication 
Failure)

Telnet アクセスの認証失敗。

ブート( Boot) システム ブート。

接続済み( Connected) システムが接続しました。

接続エラー( Connection Error) システムは接続できませんでした。

切断済み( Disconnected) システムが接続解除しました。

ダウンスピード( Downspeeding) ISDN エラーまたは H.323 パケット損失( MXP シリーズ) によってコー
ル レートがドロップされると送信されます。

暗号化状況( Encryption Status) 暗号化のオフ/DES/AES。

フロー制御( Flow Control) H.323 パケット損失によってコール レートがドロップされると送信され
ます。( TANDBERG クラッシックのみ) 。

ゲートキーパーの登録( Gatekeeper 
Registration)

システムがゲートキーパーに登録されたか、登録に失敗しました。

取得応答( Got Response) システムは、応答なし状態から戻りました。

IP の競合( IP Conflict) システムの IP アドレスが、ネットワーク上にある別のデバイスの IP 
アドレスと競合しています。

リンクダウン( Link Down) ISDN リンクがダウンしています。

リンクアップ( Link Up) ISDN リンクはアップしています。

応答なし( Lost Response) システムは使用できません。

リモコンの電池残量低下( Low 
Battery on Remote Control)

システムのリモートコントロールの電池残量低下。( TANDBERG クラッシ
ック、Polycom VSX、Viewstation および Ipower のみ) 。

その他( Other) Cisco TMS によって明示的にサポートされていないその他のイベント：

事前登録設定済システムが有効( Pre-
registered System Activated)

事前登録されていたデバイスが検出され、アクティブになりました。

スケジュール( Scheduling) システムが Cisco TMS によってスケジューリングされたか、またはスケ
ジュールされた会議が変更または削除されました。

スケジュール エラー( Scheduling 
error)

スケジュール済み会議でエラーが発生しました。
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イベントの種類 説明

システムの活動( System Activity) システムで FTP セッションが使用中です。

システムの種類が変更されまし
た( System type Changed)

Cisco TMS で、システムのシステム タイプの変更が登録されています。

アップグレード( Upgrade) システム ソフトウェアがアップグレードされました。

ユーザがヘルプを要求しました( User 
Assistance Requested)

ユーザがサポートを要求しました。
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システム ステータスに関するレポート
次のシステム ステータスが Cisco TMS で表示されます( たとえば、[システム( Systems) ] > [ナビ
ゲータ( Navigator) ]で) 。

ステータス 説明

アイド
ル( Idle)

Cisco TMS は、このシステムと通信でき、システムに登録されているアクティブ コールはありま
せん。

通話中( In 
Call)

システムは、スケジュールされたコール中、またはアドホック コール中です。

不
明( Unknown)

Cisco TMS は、このシステムのステータスを判断できません。最近事前登録されたシステム、ま
たは SOHO システムがこの状態で表示されることがあります。

有効化されて
いません( Not 
Yet 
Activated)

Cisco TMS に追加されるのを待機している事前登録済みシステムは、このステータスになりま
す。

ネットワーク
アドレスがあ
りませ
ん( Network 
address 
missing)

IP アドレスがシステムに設定されていません。したがって、Cisco TMS は、システムの IP アド
レスを追跡できません。

接続
中( Alive)

Cisco TMS はシステムと通信できますが、システムにアクティブ コールがあるかどうかは判断で
きません。

SNMP の応答が
ありませ
ん( No SNMP 
response)

Cisco TMS は、SNMP を使用してこのシステムと通信できません。この通信は、[システ
ム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]の [接続( Connection) ]タブで、[SNMP コミュニ
ティ名( SNMP Community Name) ]が正しく設定されていない場合に失敗する可能性があります。 
[SNMP の応答がありません( No SNMP response) ]は、[応答なし( No Response) ]ステータスの
詳細ステータスではありません。                

HTTP の応答が
ありませ
ん( No HTTP 
response)

Cisco TMS が、HTTP または HTTPS を使用して通信できないシステム。[HTTP の応答がありませ
ん( No HTTP response) ]は、[応答なし( No Response) ]ステータスの詳細ステータスではあり
ません。

Telnet の応答
がありませ
ん( No Telnet 
response)

Cisco TMS は、Telnet プロトコルを使用してこのシステムと通信できません。[Telnet の応答が
ありません( No Telnet response) ]は、[応答なし( No Response) ]ステータスの詳細ステータ
スではありません。

間違ったユー
ザ名/パスワー
ド( Wrong 
username or 
password)

Cisco TMS は、誤ったクレデンシャルを使用しており、このシステムと通信できません。システ
ムとの通信に使用するユーザ名とパスワードを修正するには、システムの [接続( Connection) ]
タブを使用します。[間違ったユーザ名/パスワード( Wrong username or password) ]は、[応答
なし( No Response) ]ステータスの詳細ステータスです。
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予約

この章では、Cisco TMS の会議の概念と予約に関連するタスクについて説明し、[予約( Booking) ]メニ
ュー項目について詳しく説明します。

会議の基本 147
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参照の一覧 172
アドホック予約 173
参加者テンプレート 175
設定 176
会議テンプレート 178
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会議の基本

会議とは何ですか。

会議とは、二つ以上の参加者間の通話です。会議には次のものがあります。

 n ポイントツーポイント               

 n マルチサイトをサポートする参加者がホストする

 n MCU がホストする

参加者とは何ですか。

Cisco TMSでは、参加者は、複数のプロトコル( 会議でサポートされるプロトコルに対応します) のいず
れか 1 つで、会議中にダイヤルインまたはダイヤルアウトできる、任意のシステムです。サポートされる
プロトコルは、会議がどのようにホストされるか、また、どのインフラストラクチャ機器が設置されてい
るかによって異なります。 

プロトコルと参加者の例：

SIP H.323 ISDN

Cisco Jabber Video for 
TelePresence

Cisco TelePresence System Codec C シ
リーズ

オーディオ ダイヤルイン( 電
話)

Cisco TelePresence IP Video Phone 
E20

Cisco TelePresence System MXP シリー
ズ

ISDN 対応ビデオ システム

ビデオ会議マスターとは何ですか。

ビデオ会議マスターは会議を推進する参加者です。 この参加者は、手動接続として会議が設定されている
場合に会議を開始するように求められ、終了予定の期限になる前に会議を延長するように求められます(
この設定が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設
定( Conference Settings) ]で設定されている場合) 。 すべてのシステムがこの機能をサポートしてい
るわけではありません。

会議に Cisco TelePresence が T1 または T3 および Cisco TelePresence MCU MSE 8710 または 
Cisco TelePresence Server 7010 が含まれている場合、ビデオ会議マスターは会議中に参加者を追加
できるテレプレゼンス システムです。

ルーティングおよび MCU

Cisco TMS は自動的にルーティングを行います。会議を予約する際にネットワーク プロトコルまたは 
MCU を指定する必要はありません。 

予約中の会議単位で Cisco TMS が選択するデフォルトを変更できます。

予約が MCU を必要としている場合に MCU が使用できない場合、エラーが表示されます。

MCU でのポートの使用

各コール レッグでは 1 個のポートが使用されますが、さらに追加のポートが、次の理由で使用されま
す。

 n ストリーミング( マルチキャスト/ユニキャスト) ：マルチキャスト、ユニキャスト、またはその両方を
有効にすると、ストリーミングで 1 ポートが使用されます。
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 n ConferenceMe：通常は、会議ごとに 1 ポート。これは、予約中に [MCU 設定( MCU Settings) ] タ
ブで設定できます。

 n Duovideo/プレゼンテーション：Cisco TelePresence MCU には、4 つのコンテンツ モード オプショ
ンがあります。 これらのうち、[ハイブリッド( Hybrid) ]と [トランスコード済み( Transcoded) ]
がポートを使用し、他のオプションは使用しません。

 n カスケード：1 個のポートが、カスケードの各レッグに使用されます。

会議のレイアウトのオプションは、どのように制御されますか。

[レイアウト( Layout) ] オプションにより、会議の他の参加者の画面に参加者がどのように配置される
かが定義されます。 

MCU レイアウト 

Cisco 
TelePresence 
MCU

[システム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] の設定を使用し、[Cisco TelePresence 
MCU] > [設定( Settings) ]タブ >[拡張設定( Extended Settings) ] >    会議のレイアウ
ト( Conference Layout) の順に選択します。

これらの設定は、予約中の会議単位で変更できます( [予約( Booking) ] > [新しい会議( New 
Conference) ]> [参加者の追加( Add participants) ]> [MCU 設定( MCU Settings) ]タブ >    [会
議のレイアウト( Conference Layout) ]。

Cisco 
TelePresence 
Server

Cisco TMS レイアウトの設定はいずれも使用されません。レイアウトは、通話に存在するイマーシ
ブ システムに対応して、TelePresence Server 自体で決定されます。

Cisco 
TelePresence 
Conductor

Cisco TMS レイアウトの設定はいずれも使用されません。TelePresence Conductor 自体のエイリ
アス テンプレートで定義されたレイアウトの設定を使用します。

Cisco 
TelePresence 
MPS 

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference 
Settings) ] > [会議作成オプション( ConferenceCreate Options) ] >    [デフォルト画像モー
ド( Default Picture Mode) ]の設定を使用します。 

これらの設定は、予約中の会議単位で変更できます( [予約( Booking) ] > [新しい会議( New 
Conference) ] >[詳細設定( Advanced Settings) ] >    [画像モード( PictureMode) ]) 。
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会議の予約
Cisco TMS で会議をスケジュールするには、複数の方法があります。[予約( Booking) ] > [新しい会
議( New Conference) ]で、予約中に会議の詳細設定オプションが表示されます。このページは、次の手
順で使用されます。[予約( Booking) ] > [会議の一覧( List Conferences) ] > [新しい会議( New 
Conference) ]も [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ] ページにリンクされていま
す。 

他の予約のオプション：

 n Smart Scheduler は、一般の対象者向けの軽量スケジューラです。詳細については、『Cisco TMSPE 
Deployment Guide』を参照してください。

 n [予約( Booking) ] > [アドホック予約( Ad Hoc Booking) ]では、[予約のみ( Reservation Only) ]
または [通話の自動接続( Automatic Call Launch) ]会議のいずれかとして、表示されるシステムに
対して、スケジュール済み会議を予約できます。

 n [モニタリング( Monitoring) ] > [会議制御センター( Conference Control Center) ] > [新しい会
議( New Conference) ] ボタンをクリックすると、[新しい会議( New Conference) ] ポップアップ 
ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、会議を作成し、会議の作成後に参加者を追加するこ
とができます。 

[予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ]から会議を予約するには、次の手順を実行しま
す。

 1. 次の基本設定を入力します。

 a. 会議のタイトルを編集します。これは、管理者とユーザが、すべての Cisco TMS インターフェイス
と電子メール通知で会議を識別するために役立ちます。

 b. 開始時刻、通話時間、および終了時刻を設定します。
 c. 毎週または毎日の会議など、一連の関連する会議を作成するには、[定例会議の設定( Recurrence 

Settings) ]をクリックします。
 d. TelePresence 会議に WebEx 会議および参加者を追加するには、[WebEx 会議を含める( Include 

WebEx Conference) ]を確認します。参加者が WebEx 会議にアクセスするために使用しなければな
らない [WebEx 会議パスワード( WebEx Meeting Password) ]を作成します。

 2. 必要に応じて、[詳細設定( Advanced Settings) ]セクションのフィールドを変更します。このセクシ
ョンには、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > 会議設定 
[p.247]で設定した値が事前に読み込まれます。

 3. オプションで、[会議情報( Conference Information) ]に会議に関する注釈を追加します。

 4. [参加者( Participants) ]タブで、[参加者の追加( Add Participants) ]をクリックすると、[参加
者の追加( Add Participants) ] ポップアップ ウィンドウが表示されます( インターネット ブラウ
ザでポップアップ ウィンドウを許可していることを確認します) 。
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 l タイプごとに参加者をリストするには、タブをクリックします。以前にスケジュールを使用したこ
とがある場合、デフォルトのタブは、最近使用したシステムにすばやくアクセスできる [前回の使
用( Last Used) ]になります。

 l 参加者の予約状況は、既存のスケジュール済み会議とアドホック会議に基づいて表示されます。カ
ラーの縦線は、スケジュール済み会議に対する現在の要求時間を表しています。

 l システムまたはスケジュール済み会議の詳細については、プランナー ビューでシステムまたはブロ
ック上にマウスのカーソルを合わせます。

 l 参加者のチェックボックスをオンにし、[>]ボタンをクリックすることにより、会議に参加者を追加
します。Cisco TMS で自動的に処理されるため、MCU の追加はオプションです。 

 l Cisco TMS で管理されないシステムを追加するには、[外部( External) ]タブを使用します。  
 o ダイヤルアウト参加者に対して、その連絡先情報を入力します。Cisco TMS は、スケジュールさ

れた時間に、会議に対して参加者を自動的に接続します。 
 o ダイヤルイン参加者に対して、Cisco TMS は、必要な容量を予約し、参加者に転送する正確なダ

イヤルイン情報を提供します。

 5. すべての参加者を追加したら、[OK]をクリックします。
会議ページに戻ります。このページの参加者セクションには、選択した参加者といくつかの追加タブが
表示されます。これらの追加タブでは、会議のルーティングの変更、特定の MCU の設定、または 
TelePresence Conductor 会議設定など、詳細なスケジュール タスクを実行できます。

 6. オプションで、[ビデオ会議マスター( Video Conference Master) ]ドロップダウン リストを使用し
て、会議を駆動するシステムを決定します。「ビデオ会議マスターとは何ですか。 [p.147]」を参照し
てください。

 7. [会議の保存と有効化( Save Conference) ]をクリックします。      
会議を保存すると、Cisco TMS は、ルーティングを計算して、選択した参加者を接続する最適な方法
を決定します。

 l Cisco TMS が要求を完了できる場合は、会議の詳細を示す [確認( Confirmation) ]ページが表示
されます。このページには、各参加者の接続がどのようにスケジュールされているか、および必要に
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応じて、参加者がダイヤルする必要がある正確なダイヤル文字列を示すリストが含まれます。    
また、ユーザは、Outlook( または互換) カレンダーに保存できる ICS 添付ファイル付きの確認電
子メールを受信します。

 l Cisco TMS が予約要求を完了できない場合は、[新しい会議( New Conference) ]ページに戻りま
す。エラー メッセージには、会議を保存できなかった理由が示されます。                             
会議の設定を編集して、問題を解決し、会議を再度保存することを試みます。

注意：Cisco TMS を使用して、MCU でホストされる会議をスケジュールする場合は、Cisco TMS を使用
して会議を管理する必要があります。MCU で、この会議に直接変更を加えないでください。これには、レ
イアウトの変更と、会議間での参加者の移動が含まれます。

リモート システムでの会議の予約

いくつかの制約事項が、ファイアウォールの背後にあるエンドポイントを含む会議の予約時に適用されま
す。

 n Cisco TMS はファイアウォールの背後にあるエンドポイントによるダイヤルアウトを許可できません。 
したがって、エンドポイントにダイヤルするか、エンドポイントを操作している人が会議に手動でダイ
ヤルインする必要があります。

 n [自動接続( Automatic Connect) ]としてファイアウォールの背後に複数のエンドポイントがある会議
を予約する場合は、その会議に、組み込み型マルチサイト サポートの MCU またはローカル エンドポイ
ントを含める必要があります。 
[自動接続( Automatic Connect) ]によるポイントツーポイント会議は、ファイアウォール /NAT の
背後にある 2 台のシステムでは機能しませんが、エンドポイントのいずれかがローカルであれば、想
定どおりに機能します。

既存の会議の表示および編集

会議を表示または編集するには、次の手順を実行します。

 1. [予約( Booking) ] > [会議の一覧( List Conferences) ]を開きます。

 2. クエリー オプションを使用して、会議を検索します。

 3. 会議を表示するには、会議のタイトルをクリックするか、会議のタイトルにマウスのカーソルを合わせ
たときに表示されるドロップダウン メニューを開き、[表示( View) ]を選択します。
[新しい会議( New Conference) ]ページに似ているページが表示されます。

 4. この会議に対して保存されている情報を表示するには、ウィンドウの下部のタブをクリックします。
会議が将来にスケジュールされている場合、[編集( Edit) ]ボタンをクリックして、新しい会議を作
成するときと同じオプションを使用して、その会議を変更できます。会議が更新され、新しい確認用の
電子メール メッセージが配信されます。
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Cisco TelePresence Conductor による会議の予約と編集

会議の予約

 1. [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ] を使用して、Cisco TMS に通常どおりに会
議を予約します。 手順については、「会議の予約 [p.149]」を参照してください。
TelePresence Conductor が [会議設定( Conference Settings) ]で、予約のデフォルト MCU とし
て設定されている場合は、これを手動で追加する必要はありません。

 2. 会議に参加者を追加したら、[設定( Settings) ]タブをクリックして [TelePresence Conductor 設
定( TelePresence Conductor Settings) ]タブを表示し、必要に応じてフィールドに入力してくだ
さい。

フィールド 説明

エイリア
ス( Alias)

会議のダイヤルイン アドレスとして使用するエイリアスを選択します。 

ドロップダウンで表示されるエイリアスは、[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ] > TelePresence Conductor を選択   > [エイリアス( Aliases) ]タブ 
> [エイリアスの編集( Edit Aliases) ] で設定されたものです。 参考として、「エイ
リアス( Aliases)  [p.100]」を参照してください。

変数( Variable) エイリアスが固定でない場合は、会議に該当する部分が含まれる可変部分を変更できま
す。 

[変数( Variable) ]フィールドに入力すると、入力した内容が反映されるようにプレビ
ューに変更が表示されます。 変数には英数字を使用することができます。 変数の例と
して、会議をホストしている人の名前があります。 

[変数( Variable) ]フィールドには、[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ]での TelePresence Conductor の [拡張設定( Extended Settings) ] 
で設定された利用可能な最初の会議 ID が、Cisco TMS によってすでに入力されていま
す。 変数を変更しない場合、[プレビュー( Preview) ]フィールドに表示できる自動生
成されたアドレスが会議に使用されます。

アドレス プレビ
ュー( Address 
Preview)

参加者が会議にダイヤルするために使用するアドレスのプレビュー。 可変部分を変更す
ると、このフィールドに表示されるアドレスの青い部分が変更されます。

説
明( Description)

このフィールドには、[システム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] > 
TelePresence Conductor を選択   > [エイリアス( Aliases) ] タブ > [エイリアスの編
集( Edit Aliases) ]のエイリアスに追加される説明が含まれます。 

このフィールドは、選択したエイリアスの説明がない場合は表示されません。

 3. 選択したエイリアスが使用可能であることを確認するには、[アドレスが使用可能かを確認( Check 
Address Availability) ]をクリックします。

 4. [会議の保存と有効化( Save Conference) ]をクリックします。

次の機能は、Cisco TMS の TelePresence Conductor ではサポートされていません。

 n メディア ポートの予約：これは、MCU 上ではイネーブルにしないでください。

 n 会議テンプレート 

 n 参加者テンプレート

 n Distribution

 n TelePresence Conductor 会議タイプの講義。 会議の種類 [ミーティング( Meeting) ] を使用する
会議テンプレートのみがサポートされます。

会議の編集 

[予約( Booking) ] > [会議の一覧( List Conferences) ] を使用して、Cisco TMS に通常どおりに会
議を編集します。 手順については、「既存の会議の表示および編集 [p.151]」を参照してください。
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また、[TelePresence Conductor 設定( TelePresence Conductor Settings) ]タブから会議のアドレ
スを変更できます。
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新しい会議
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ]

[新しい会議( New Conference) ]ページには、基本設定( Basic Settings)  [p.154] セクション、詳
細設定( Advanced Settings)  [p.155] セクション、および下部のタブ領域があります。

基本設定( Basic Settings)

フィールド 説明

タイト
ル( Title)

会議のタイトルおよび日時。 タイトルを自分で入力するか、[管理ツール( Administrative 
Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設定( Conference Settings) ]ページのフィー
ルド[デフォルトの会議タイトル( Default Conference Title) ] からコピーされたデフォル
トのタイトル、日時を残すことができます。

タイプ( Type) 会議がどのように接続するかを指定します。

 n [自動接続( AutomaticConnect) ]：Cisco TMS は、指定された日時に自動的にすべての参加
者を接続します。

 n [One Button toPush]：会議ダイヤルイン情報が、One Button to Push をサポートするエン
ドポイントに自動的に表示され、ダイヤルイン番号などの会議情報を備えた電子メールが会
議のオーナーに送信され、これらの参加者に転送されます。

 n [手動接続( ManualConnect) ]：VC マスターとしてリストされているシステムが指定した日
時に通話を開始するように要求されます。 通話は、VC マスターが通話を開始する際に自動
的に接続されます。

 n [接続なし( NoConnect) ]：このオプションは会議室の予約と通話のルートの生成を行いま
すが、会議には接続されません。 このオプションが選択された場合の接続の代替方法は次
のとおりです。
 l [会議制御センター( Conference Control Center) ]の参加者が [接続( Connect) ]をク

リックすると、会議を開始できます。
 l 会議の参加者が 2 名だけの場合は、1 名がもう一方の参加者に通話できます。
 l 会議が MCU で予約されると、すべての参加者は番号をダイヤルする必要があります。

 n [予約( Reservation) ]：このオプションはシステムを予約しますが、接続を開始したり、
通話のルートを生成したりしません。 予約に 1 つ以上の MCU が含まれている場合は、MCU 
のすべてのポートが会議用に予約されます。

オー
ナー( Owner)

会議のデフォルトの所有者は、ログインしているユーザです。 [代表予約( Book on behalf 
of) ]の権限が、ユーザがメンバーのグループに対して [管理ツール( Administrative 
Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [グループ( Groups) ] で設定されてい
る場合、ユーザは、他のユーザの代わりに会議を予約し、他のユーザを会議のオーナーにする
ことができます。 会議のオーナーに関する情報は、[会議制御センター( Conference Control 
Center) ] ページおよび [会議の一覧( List Conferences) ] ページで使用されます。 会議
のオーナーは、予約済みの会議に関する電子メールによって予約の確認を受け取ります。 電
子メールには、会議の開始時刻、終了時刻、参加者および通話のルートに関する情報が含まれ
ます。                             

言語( Language) どの言語で会議が予約されているか。

開始時刻( Start 
Time)

会議の開始日と時刻を設定します。

終了時間( End 
Time)

会議の終了日と時刻を設定します。

時間( Duration) 会議の期間を設定します。
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フィールド 説明

定
例( Recurrence)

変更する [定例会議の設定( Recurrence Settings) ]をクリックします。                             
 n [毎日( Daily) ]には、後続の日付、またはスキップする週末の設定が含まれます。

 n [毎週( Weekly) ]には、会議の開催頻度と曜日の設定が含まれます。

 n [毎月( Monthly) ]は、最初の月曜日や最初の平日などの月の同じ日またはパターンに設定
できます。

 n [定例会議の回数( Number of recurrences) ]または [終了日( End by Date) ]を入力しま
す。

定例会議を使用する場合、1 つの会議は合計 100 個のインスタンスに制限されます。

 1. 定例会議のカスタム パターンを作成したり、例外を作成したりするには、ポップアップの
下部にあるカレンダーを使用します。 パターンを制御する入力フィールドの変更が行われ
た場合は、これらの変更がカレンダーに反映されます。 前に選択した日付をクリックして
シリーズから削除し、選択されていない日付をクリックしてシリーズに追加します。

 2. [OK]をクリックして定例会議のパターンを保存します。

WebEx 会議を含め
る( Include 
WebEx 
Conference)

TelePresence 会議に、WebEx 会議および参加者を追加します。

WebEx 会議パス
ワード( WebEx 
Meeting 
Password)

参加者が WebEx 会議にアクセスするために使用しなければならないパスワードを作成しま
す。 これは、6 桁以上の数字である必要があります。

詳細設定( Advanced Settings)

フィールド 説明

画像モード( Picture 
mode)

 n [音声切り替え( VoiceSwitched) ]：通話中の参加者のみが表示されます。別の参加
者が通話を開始すると、画像がその参加者に切り替わります。

 n [分割表示( ContinuousPresence) ]：分割された画面にすべての参加者が均等に表示
されます。

 n [拡張分割表示( EnhancedContinuous Presence) ]：通話中の参加者が最大表示さ
れ、残りの参加者はメイン画像の周囲に表示されます。

IP 帯域幅( IP 
Bandwidth)

[IP 帯域幅( IP Bandwidth) ]は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [会議設定( Conference Settings) ] > [会議作成オプショ
ン( Conference Create Options) ]のセクションの [デフォルトの帯域幅( Default 
Bandwidth) ]フィールドで事前に設定されています。

この帯域幅は、スケジュールされた会議でデフォルトとして使用されますが、予約中に
変更できます。 

[IP 帯域幅( IP Bandwidth) ]よりも低い値を上限としているシステムは、システムの
最大帯域幅を使用して接続します。

IP 帯域幅の範囲は 64kbps から 6144kbps です。

コール制御インフラストラクチャによって設定された帯域幅の制限はこの設定を上書き
します。

注：これは、CTS および TX システムには適用されません。CTS または TX システムが 
Cisco TMS からの通話に使用する帯域幅を指定することはできません。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 155/337

予約
新しい会議



フィールド 説明

ISDN 帯域幅( ISDN 
Bandwidth)

[ISDN 帯域幅( ISDN Bandwidth) ]は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [会議設定( Conference Settings) ] > [会議作成オプショ
ン( Conference Create Options) ]のセクションの [デフォルトの ISDN 帯域
幅( Default ISDN Bandwidth) ]フィールドで事前に設定されています。

この帯域幅は、スケジュールされた会議でデフォルトで使用されますが、予約中に変更
できます。 

[ISDN 帯域幅( ISDN Bandwidth) ]よりも低い値を上限としているシステムは、システ
ムの最大帯域幅を使用して接続します。

最初の数値は、B チャネルの番号を示します。 2 番めの数値は帯域幅( kbps 単位) で
す。 範囲は 64kbps から 4096kbps です。

セキュア( Secure) [暗号化( Secure) ]が [はい( Yes) ]に設定されている場合、Cisco TMS は、暗号化を
サポートするシステムだけが会議に参加できるようにします。 

注：暗号化をサポートするエンドポイントが暗号化を [オフ( Off) ]に設定した状態
で、暗号化された会議に追加されると、暗号化は、そのエンドポイントで [オ
ン( On) ]に設定され、この設定は、エンドポイント自体で [オフ( Off) ]に設定され
るまで会議が終了した後で保持されます。

課金コード( Billing 
Code)

ユーザは、会議の課金コードを指定できます。 課金の詳細については、[管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [課金コード( Billing Codes) ] を参照してくださ
い。

パスワー
ド/PIN( Password/PIN)  

予約された MCU のパスワードを設定すると、会議がランダムなダイヤルイン参加者か
ら保護されるようになります。 

参加者は、会議に接続する前にパスワードを入力するように求められます。 パスワー
ドは、他の会議情報とともに招待電子メールで送信されます。 

パスワードは数字である必要があります。                         

拡張モード( Extend 
Mode)

 n [オフ( Off) ]：会議が自動的に延長されないようにします。

 n [エンドポイント プロンプト( EndpointPrompt) ]：VC のマスターに会議延長メッ
セージを会議終了時刻の 5 分前と 1 分前両方に表示します。 

 n [自動ベスト エフォート( Automatic BestEffort) ]： スケジュールされた会議で、
最大 16 回まで、15 分ずつ自動的に延長されるようにします。 会議の延長は、少な
くとも 1 人の参加者が接続したままの状態で、かつ次の 15 分以内に、いずれの参
加者または MCU にも競合する会議がない場合にのみ行われます。

ISDN 制限( ISDN 
Restrict)

オンにすると、会議は ISDN 制限( 56kbps) を使用します。 制限される通話は 56 
kbps ネットワークへの通話です。

セットアップ バッフ
ァ( Setup buffer)

これが指定されていると、会議開始の 0 分～30 分前から会議に接続できます。 これ
は、会議が始まる前に会議の接続とダイヤルイン参加者の接続を確認するためのもので
す。

テアダウンバッフ
ァ( Tear Down Buffer)

これが指定されていると、会議終了後の 0 分～30 分は会議の接続が解除されません。

録画( Recording) 会議の録音元にする Cisco TelePresence Content Server から録音エイリアスを選択
するには、ドロップダウン メニューを使用します。 

Cisco TMS に登録された各 TelePresence Content Server の下に、すべてのユーザが
見ることができるデフォルトのシステム録音エイリアスと、現在ログインしているユー
ザが所有する個人用録音エイリアスの一覧が表示されます。 

TelePresence Content Server に録音エイリアスを適切に指定すると、ユーザが正しい
エイリアスを検索して使用することができます。 

注：このオプションは、TelePresence Content Server が使用できる場合だけ表示され
ます。 
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[参加者( Participants) ] タブ

[参加者の追加( Add Participants) ]により [参加者の追加( Add Participants) ]ウィンドウが起動
します。ここで、会議への参加者の追加と、予約状況情報の確認を行います。

[参加者の追加( Add Participants) ] ウィンドウ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ]

各ページの参加者を検索するには、表示されている場合、クエリ セクションを使用してください。

タブ

タブ 説明

前回の使
用( Last Used)

前回の予約のためにログインしたユーザによって選定された最後の 10 名の参加者のリスト。 

エンドポイント
と会議
室( Endpoints 
and Rooms)

Cisco TMS に登録されているエンドポイントと会議室を参加者としてここで追加できます。 

ユーザ( Users) ここに記載されているユーザは、[システム( Systems) ] > [プロビジョニン
グ( Provisioning) ] > [ユーザ( Users) ]で Cisco TelePresence Management Provisioning 
Extension に追加またはインポートされました。 

このリストから追加された参加者は、自動的に会議に接続されませんが、接続方法の詳細が記
載された電子メールを受信します。 電子メールは、会議が保存されると自動的に生成されま
す。 

このタブのページ サイズは 1000 までに制限されます。

MCU Cisco TMS に登録されている MCU( Cisco TelePresence Conductor と Cisco TelePresence 
Server を含む) がこのタブに表示されます。 

電話帳( Phone 
Books)

電話帳の参加者がここで追加できます。 名前の検索やドロップダウン リストからの電話帳の
選択を行う場合、[クエリ( Query) ] フィールドを使用できます。   このタブのページ サイズ
は 1000 までに制限されます。

外
部( External)

ダイヤルイン参加者とダイヤルアウト参加者を追加し、プロトコル タイプ、音声/ビデオのタ
イプと参加者数を指定するためにこのタブを使用します。 各参加者の名前を指定できます。

注：インフラストラクチャ システムはここに追加できません。

テンプレー
ト( Templates)

参加者のテンプレートは管理者によって使用されることが想定されているので、管理者による
使用が可能なグループ権限が付与されているユーザにのみ [参加者テンプレート( Participant 
Templates) ] タブが表示されます。  このタブから新しい参加者テンプレートを作成すること
ができます。 [参加者テンプレート( Participant Templates) ] の項を参照してください。

機
器( Equipment)

Cisco TMS に登録された機器を追加します。 

チェックボックスとボタン

チェックボックス/ボタン 説明

詳細( Details) 選択したシステムのシステム詳細ウィンドウが開きます。

デフォルト予約タブ( Default 
Booking Tab)

現在位置しているタブを、[参加者の追加( Add Participants) ]ウィンドウを開
くたびに表示されるデフォルトにするには、このボックスをオンにします。

予約状況を表示( Show 
Availability)

 n オンにすると、システム用の空き時間/ビジーの情報が表示されます。

 n オフにした場合は、システム情報が表示されます。
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チェックボックス/ボタン 説明

常にマイ プライマリ システ
ムを追加( Always Add My 
Primary System)

各会議にプライマリ システムを自動的に追加します。

マイ プライマリ システムを
追加( Add My Primary 
System)

この会議にプライマリ システムを追加します。 このボタンは、ユーザがプライ
マリ システムを定義していなければ選択できません。

参加者が追加された場合、より多くのボタンとリンクが表示されます。 

[詳細( Details) ]により、選択したシステムの詳細ページが開きます。 

ビデオ会議マスターは会議を推進する参加者です。 この参加者は、手動接続として会議が設定されてい
る場合に会議を開始するように求められ、終了予定の期限になる前に会議を延長するように求められま
す( この設定が [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設
定( Conference Settings) ]で設定されている場合) 。 すべてのシステムがこの機能をサポートして
いるわけではありません。

会議に Cisco TelePresence が T1 または T3 および Cisco TelePresence MCU MSE 8710 または 
Cisco TelePresence Server 7010 が含まれている場合、ビデオ会議マスターは会議中に参加者を追加
できるテレプレゼンス システムです。

[WebEx Details] タブ

このタブは、WebEx Enabled TelePresence を会議に追加した場合に表示されます。会議が保存されるま
で、詳細は表示されません。

[接続設定( Connection Settings) ] タブ

このタブは、参加者が会議に追加されてから表示されます。通話の設定方法が含まれています。 参加者に
よっては、以下のような複数の設定をここで変更することができます。

 n 通話の方向。

 n プロトコル。

 n ダイヤルする番号。 これを変更しても、MCU またはリモート エンドの応答先の番号は変更されませ
ん。

各参加者の右側にある[設定( Settings) ]リンクをクリックすることによって、帯域幅などを追加で設定
することができます。 ダイヤルアウト参加者の場合、[DTMF トーン( DTMF Tones) ]は [番号設
定( Number Settings) ]セクションで設定できます。

MCU との会議の場合は、担当者ごとに接続時の音声とビデオを消音することができます。

メインを選択

主要参加者とは、会議をホストするシステムです。 これは MCU、または、参加者が複数の場合は、マル
チサイトを備えたシステムです。 会議がポイントツーポイントであれば、いずれかのシステムをメインに
することができます。 Cisco TMS Web インターフェイスから予約している場合は、メインにする参加者
をドロップダウン メニューで選択できます。

詳細については、「     主な参加者 [p.39]」を参照してください。
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ルーティング

通話の方向は、会議のタイプとエンドポイントのタイプの両方によって異なります。  One Button to 
Push 会議では、通話の方向は常にエンドポイントからです。 

カスケードされた MCU 通話と録音通話は常に Cisco TMS によってスケジュールされ、開始されます。 
詳細については、「プロトコルおよびコール制御 [p.40]」を参照してください。

分散( ルーティング モード)

タイプ 説明

分散なし( No 
distribution)

1 つの MCU だけが会議で使用されます。

最小費用ルート
選択( Least 
Cost Routing)

Cisco TMS は、複数の MCU を使用してすべてのプロトコルの通話コストと帯域幅の一方または
両方を削減しようとします。 Cisco TMS は、システムが、可能な限り、ゾーンを使用するロー
カル MCU を使用するようにします。詳細については、「ゾーンのしくみ [p.45]」を参照してく
ださい。 

たとえば、Cisco TMS に、スウェーデンの 1 つのMCU とフランスの 1 つの MCU へのアクセス
権があり、スウェーデンに 3 人の参加者がいて、フランスに 3 人の参加者がいる場合、[最小
費用ルート選択( Least Cost Routing) ] は、スウェーデンの MCU を使用してスウェーデンの
参加者に通話し、フランスの MCU を使用してフランスの参加者に通話し、次にこの 2 つの MCU 
を 1 つの接続にまとめます。 

ベスト インプ
レッショ
ン( Best 
Impression)

大規模な会議では、単一の MCU にすべての参加者に通話するだけの十分なリソースがない場
合、[ベスト インプレッション( Best Impression) ]ルーティングはすべての参加者を接続する
ために、複数の MCU を使用します。 [ベスト インプレッション( Best Impression) ]は、次の
ように MCU を接続します。使用可能なビデオ ポートの数が最も多い MCU を特定し、そのすべ
てを参加者のために使用して、次に、使用可能なビデオ ポートの数が次に多い MCU を特定し、
そのすべてを参加者のために使用して、これを繰り返します。 

システムの予約状況( System availability)

タブの一部は、デフォルト ビューにシステムの空き/ビジー情報を含みます。 

選択の時点ですでに会議に予約されている参加者には赤のマークが付いています。 [応答な
し( NoResponse) ] のステータスの参加者にも赤のマークが付きます。 各参加者のツールチップに、詳
細情報が表示されます。

次の予約状況が表示されます。

 n エンドポイント

 n 会議室

 n 単一使用の参加者のテンプレート

参加者の追加と削除

参加者を追加するには、次のいずれかの操作を実行します。

 n 参加者を選択し、> ボタンをクリックします。

 n 参加者をダブルクリックします。

 n 追加する参加者を選択し、[OK]をクリックします。

参加者を削除するには、エントリを選択し、< ボタンをクリックします。
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[MCU 設定( MCU Settings) ] タブ

MCU または TelePresence Server が会議をホストしている場合は、このタブが表示されます。詳細につ
いては、「MCU 設定 [p.160]」を参照してください。

[TelePresence Conductor 設定( Cisco TelePresence Conductor 
Settings) ] タブ

TelePresence Conductor が会議をホストしている場合は、このタブが表示されます。詳細について
は、「設定 [p.1]」を参照してください。

[会議情報( Conference Information) ] タブ

フィールド 説明

電子メール送信
先( Send Email 
To)

電子メールによって予約の確認を受け取るユーザを指定します。 電子メール アドレスは、セ
ミコロン、カンマまたはスペースで区切ることができます。

電子メール メッ
セージ( Email 
Message)

このフィールドには、会議の議題などの会議固有のデータを含めることができます。 情報は、
予約の確認用電子メールに含まれます。

会議に関する注
意事
項( Conference 
Notes)

会議制御センターで表示できるが、予約の確認用の電子メールで表示できない補足をここに追
加できます。

参照
名( Reference 
Name)

参照は会議に追加することが可能です。参照には、会議費用を請求するために、カスタマーに
関する情報が含まれることがあります。 [新しい参照( New Reference) ]をクリックして参照
を追加し、次の必要な情報を入力します。                             

 1. [参照名( ReferenceName) ]：参照の名前。 ( 必須フィールド) 。

 2. [参照コード( ReferenceCode) ]：参照用のコード。 ( カスタマー番号など)

 3. [コメント( Comment) ]：参照用のコメントのフィールド。

 4. [連絡先情報( Contact Information) ]：連絡先を電話番号とともにここに入力します。

詳細については、「参照の一覧 [p.172]」を参照してください。

MCU 設定

MCU が会議に予約されている場合、[MCU 設定( MCU Settings) ]タブは、予約のページに表示されま
す。

Cisco TelePresence MCU

下の設定のすべてがすべての Cisco TelePresence MCU モデルに使用できるわけではありません。

設定 説明

ISDN ゲートウェイ DID 
マッピングの有効
化( Enable ISDN 
Gateway DID Mapping)

DID( 直接着信ダイヤル) では、ISDN サポートなしで MCU への着信 ISDN 接続が可能
になります。 DID の設定手順については、ゲートウェイのマニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco TMS でのルーティングの詳細については、「ルーティング [p.37]」を参照して
ください。
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設定 説明

会議のレイアウ
ト( Conference 
Layout)

会議用の画像のレイアウトを定義します。 その間で選択する複数の選択肢があります。 
会議のレイアウトの詳細については、MCU のマニュアルを参照してください。

カンファレンスの公開/
非公開( Visibility)

自動転送および Web インターフェイスでの会議の公開/非公開を示します。 次のオプシ
ョンがあります。        
 n [パブリック( Public) ]：会議が自動アテンダントにリストされ、Web インターフェ

イスのすべてのユーザに見えるようになります。

 n [プライベート( Private) ]：会議はそれを表示するように特に設定された自動アテ
ンダントを除くいずれの自動アテンダントにもリストされません。 また、会議は会
議の所有者と管理ユーザに対する Web インターフェイスだけにも表示されます。

デュアル ビデオ スト
リーム( Dual Video 
Stream)

プレゼンテーションなどの追加のビデオ ストリームを有効にします。 

コンテンツ モー
ド( Content Mode)

コンテンツ パケット ストリームを送信するモードを決定します。 次のオプションが
あります。

 n [無効( Disabled) ]：コンテンツは送信されません。

 n [パススルー( Passthrough) ]：コンテンツはデコードされず、 単に再度まとめら
れ、会議の各適格な エンドポイントへ送信されます。

 n [ハイブリッド( Hybrid) ]：MCUは、2 つのコンテンツ  ストリームを送信します。1 
つは高解像度のストリーム( パススルー) で、もう 1 つは、より高いストリームを 
サポートできないすべてのエンドポイント用にトランスコードされ、縮小された低解
像度のストリームです。

 n [トランスコード( Transcoded) ]：単一のトランスコードされたコンテンツ スト
リームが 送信されます。

ゲートキーパーへの登
録( Register with 
Gatekeeper)

H.323 レジストラに会議を登録します。

会議 SIP 登
録( Conference SIP 
registration)

SIP レジストラに会議を登録します。

チェアー制御を許
可( Allow Chair 
Control)

フロア制御とチェアー制御は H.243 プロトコルに含まれています。 次のオプションが
あります。        
 n [なし( None) ]：フロア制御とチェアー制御の使用はこの会議では許可されません。

 n [フロア制御のみ( Floor Control Only) ]：フロア制御のみがこの会議で許可されま
す。 チェアー制御は許可されません。 他の参加者が現在そうしていない限り、いず
れの参加者も「フロアを取得」できます。

 n  [チェアー制御とフロア制御( Chair and Floor Control) ]：フロア制御とチェアー
制御の両方がこの会議で許可されます。 いずれの参加者もフロアを取得することが
でき、他の参加者が現在そうしていない限り、いずれの議長参加者もチェアーを取得
できます。

レイアウト制御を許
可( Allow Layout 
Control)

DTMF 信号または遠端カメラ制御を使用して会議レイアウトを会議参加者が制御できるよ
うにします。
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設定 説明

自動レクチャー モー
ド( Automatic Lecture 
Mode)

この機能が会議で有効になっている場合、MCU は、 最大音量の発言者を講演者として
識別します。 講演者には、定義されている場合に、 通常の分割表示ビューまたはカス
タム レイアウトが表示されます。 他の参加者については、講演者のビューがすべての
カスタム レイアウトを上書きします。 

次のオプションがあります。

 n 無効( Disabled)

 n 10 秒後( After 10 seconds)

 n 30 秒後( After 30 seconds)

 n 即時( Immediately)

マルチキャスト スト
リーミング有
効( Multicast 
Streaming Enabled)

会議のマルチキャスト ストリーミングを許可します。

ユニキャスト ストリー
ミング有効( Unicast 
Streaming Enabled)

この会議のユニキャスト ストリーミングを許可します。

Limit Ports to Number 
of Scheduled 
Participants

スケジュールされている音声とビデオの参加者の数に、ポート数を制限します。 追加の
参加者は会議に参加できなくなります。

ConferenceMe 用予約
ポート( Ports to 
Reserve for 
ConferenceMe)

MCU の ConferenceMe 機能を使用する場合は、ポートをこのフィールドを使用して、予
約できます。

Cisco TelePresence Server

フィールド 説明

ゲートキーパーへの
登録( Register With 
Gatekeeper)

会議の数値 ID をゲートキーパーに登録します( H.323 登録が TelePresence Server で
有効な場合) 。

会議 SIP 登
録( Conference SIP 
Registration)

会議の数値 ID をレジストラに登録します( SIP 登録が TelePresence Server で有効な場
合) 。

デュアル ビデオ ス
トリーム( Dual 
Video Stream)

プレゼンテーションなどの追加のビデオ ストリームを有効にします。 

会議終了時に警告を
表示( Display 
warning on 
conference end)  

[このカンファレンスはもうすぐ終了します( This conference is about to end) ]を表示
します。 

作成時に会議をロッ
ク( Lock Conference 
on Creation)

作成されるときに会議をロックします。 会議が開始される前に、事前設定された参加者
を追加できますが、会議が開催中でなければ参加者は誰も参加( コールイン) できませ
ん。 ロックされた会議に参加者を招待するためにコールアウトすることができます。  

会議のロック期
間( Conference Lock 
Duration)

会議がロックされた状態を保つ秒数( 上で有効になっている場合) 。  

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 162/337

予約
新しい会議



フィールド 説明

会議にロビー画面を
使用( Use Lobby 
Screen for 
Conferences)

TelePresence Server が参加者にロビー画面を表示できるようにします。

ロビー画面には、会議のタイトル、開始時刻と終了時刻( 該当する場合) 、および任意の
メッセージが表示されます。 メッセージは、会議ごとに設定されます。 参加者が会議に
参加する場合、または表示するビデオがない場合に、参加者にこの画面が表示されます。 

これは、TelePresence Server が Cisco TMS に追加されたときに、デフォルトで [オ
ン( On) ] に設定されます。

会議ロビー メッセー
ジ( Conference 
Lobby Message)

ロビー画面に表示するテキストを入力します。 参加者には、[会議にロビー画面を使
用( Use Lobby Screen for conferences) ]がサーバ全体で有効になっているか、特定の
会議に有効になっている場合に、このテキストが表示されます。

Cisco TelePresence MPS の設定

会議のレイアウ
ト( Conference Layout)

[自動( Auto) ]：[自動( Auto) ]に設定されていると、実際の会議での参加者の総数
により、最適な会議のレイアウトが自動的に選択されます。                             [音声切り替え( Voice 
Switched) ]：全画面での音声切り替えにより、会議の参加者数に関係なく、他のす
べての参加者に全画面で現在の発言者が示されます。現在の発言者は、前回の発言者
を確認できます。                             [カスタム選択( CustomSelection) ]：会議固有の会議のレイアウ
トを選択します。別の選択肢が右側に示されます。                             [CP 自動( CP Auto) ]：[CP 自
動( CP Auto) ]に設定されていると、会議のサイト数により、レイアウトは動的に変
わります。[CP 自動( CP Auto) ]は VS- > CP4- > CP9- > CP16 で開始されます。                         

初期画像および音声( 初期
メッセージを表
示) ( Welcome picture 
and Sound (Show Welcome 
Message))

これを選択すると、初期画面および音声メッセージが会議の新しい参加者単位に表示
されます。

G.728 を許可( Allow 
G.728)

MPS は、低いコール レートでも高品質の音声をサポートします。低いコール レート
では、MPS は G.722.1 を優先します。[G.728 を許可( Allow G.728) ]が選択されて
いる場合、高品質の音声をサポートしていないビデオ参加者は、低品質の音声 G.728 
を代わりに受信します。低いコール レートで高品質な音声を確保するには、[G.728 
を許可( Allow G.728) ]の選択を解除します。これで、G.722.1 をサポートできない
ビデオ参加者は、G.722 を代わりに受信します。                             
 n [オン( On) ]：MPSは、低いコール レートでも高品質の音声をサポートします。低

いコール レートでは、MPS は G.722.1 を優先します。G.722.1 をサポートしてい
ないビデオ参加者は、この機能がイネーブルになっていても低品質の音声 G.728 
を代わりに受信します。

 n [オフ( Off) ]：低いコールレートでも高品質の音声を確保します。G.722.1 をサ
ポートできないビデオ参加者は、G.722 を代わりに受信します。

NetworkID ネットワーク モジュール内のポートまたはインターフェイス番号を識別するために
使用します。1 ～ 32 の範囲で値を入力します。                             
 n 使用する IP ネットワークを指定します。1 と 2 だけが有効な値です( オプショ

ン) 。

 n 使用する V.35 ポートを指定します( 必須) 。

ビデオ カスタム フォーマ
ット( カスタム フォーマ
ット) ( Video Custom 
Format (Custom 
Formats))

 n [オン( On) ]：SIF解像度や VGA 解像度などのカスタム フォーマットをサポート
します。別のフォーマットに拡大縮小されるのではなく、実際の解像度を維持でき
るようにします。これは NTSC 解像度や VGA 解像度のユーザ固有の利点で、画像
が PAL 規格に適合するように拡大縮小されないようにします。

 n [オフ( Off) ]:カスタムフォーマットに対するサポートが必要でない場合、[オ
フ( Off) ]に設定します。

エントリ音/退出
音( Entry/Exit Tones)

これを選択すると、参加者が会議に参加または会議から退出するたびにトーン信号が
聞こえます。
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フロアの全画面表
示( Floor To 
FullScreen)

この機能は分割表示 5+1 および 7+1 レイアウトのみに適用されます。これを選択す
ると、フロアを要求する参加者は、現在の発言者に関係なく、そのほかのすべてのビ
デオ参加者に対して全画面に表示されます。会議の管理者がサイトに [フロアの割り
当て( Assign Floor) ]を行っても同じ結果が生じます。この選択を解除すると、フ
ロアを要求する参加者は、5+1 または 7+1 レイアウトよりも大きい 4 分割画面に表
示されます。                         

電話インジケー
タ( Telephone 
Indication)

 n [オン( On) ]：会議に接続している参加者で、電話( 音声のみ) の参加者がいる場
合、電話インジケータを表示します。 電話による参加者が通話していると、イン
ジケータに示されます。

 n [オフ( Off) ]：電話インジケータをディセーブルにします。

参加者 ID のタイムアウ
ト( Participant 
Identifier Timeout)

[自動( auto) ] に設定されている場合、参加者 ID が表示される秒数( 1 秒～30 
秒) を設定します。ID は、イベントが変わる画像単位で再表示されます。                         

ネットワーク エラーの処
理( Network Error 
Handling)

 n [なし( None) ]：エラーの処理をディセーブルにします。

 n [IPLR]：1つ以上のサイトにネットワーク エラーが発生した場合に使用します。

 n [FURBlock]( クイック更新要求ブロック) ：1つ以上のサイトにネットワーク エ
ラーが発生した場合に使用します。

FUR フィルタ間隔( FUR 
Filter Interval)

クイック更新要求間の秒数( 画像を更新するクイック更新要求間の最小時間など) を
示します。

遠端電話エコーの抑
制( Far End Telephone 
Echo Suppression)

アナログ電話回線、スピーカー フォンと電話ヘッドセットはすべてエコーの原因と
なる可能性があります。遠端電話エコー抑制機能により、エコーの一部または全部の
発生を抑えることができます。        
 n [オフ( Off) ]：遠端電話エコーの抑制をディセーブルにするには、[オフ( Off) ]

に設定します。

 n [通常( Normal) ]：弱いエコーを取り除くには [通常( Normal) ]に設定します。

 n [高( High) ]：強いエコーを取り除くには [高( High) ]に設定します。

帯域幅管理( Bandwidth 
management)

 n [手動( Manual) ]：ビデオレートのレポートに基づいて、低レート エンコーダの
サイトに対してサイトの自動規則をディセーブルにします。

 n [自動( Auto) ]：ビデオレートのレポートに基づいて、低レート エンコーダのサ
イトに対してサイトの自動規則をイネーブルにします。

ダイヤルアウト時のパス
ワード( Password Out)

 n [オン( On) ]：パスワードによって保護された会議からダイヤルアウトする際に、
参加者にはパスワードの入力を求める [パスワード問い合せ( PasswordEnquiry) ]
画面と音が提示されます。この設定は、会議からダイヤルアウトする際にも、権限
を付与されている参加者だけが会議に参加できることを確認するために使用できま
す。

 n [オフ( Off) ]：ダイヤルアウトの際にパスワードは必要ではありません。

デュアル ビデオ ストリー
ム( Dual Video Stream)

MCU は、DuoVideoTF、H.239 および BFCP をサポートします。        
 n [オン( On) ]：この会議でデュアル ビデオストリーム プロトコルをイネーブルに

するには [オン( On) ]に設定します。DuoVideoTF   と H.239 または BFCP の両方
が、同じ会議でサポートされます。

 n [オフ( Off) ]：[オフ( Off) ]に設定されていると、この会議では、デュアルビデ
オ ストリームはサポートされません。
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カスケード モー
ド( Cascading Mode)

複数の会議を結合します。        
 n [自動( Auto) ]：どの会議が「マスター」で、どの会議が「スレーブ」であるか自

動的に決定します。 「マスター」会議にはビデオ レイアウトの制御権がありま
す。[自動( Auto) ] モードのままにしておくと、他の会議にダイヤルインした会
議が「マスター」になります。

 n [マスター( Master) ]：この会議が会議全体のビデオレイアウトを制御するもので
ある場合、[マスター( Master) ]に設定します。1 つの会議に複数の「マスター」
を設定することは推奨しません。

 n [スレーブ( Slave) ]：別の会議に手動で「マスター」が割り当てられている場
合、[スレーブ( Slave) ]に設定します。 スレーブは、全画面での音声切り替え
モードになります。

会議セルフビ
ュー( Conference 
Selfview)

 n [オン( On) ]：会議セルフビューをイネーブルにする場合、[オン( On) ]に設定し
ます。 会議に複数の参加者がいる場合、ユーザは自分が画像にどのように表示さ
れるかを確認できます。

 n [オフ( Off) ]：会議セルフビューをディセーブルにする場合、[オフ( Off) ]に設
定します。

音声調
節( AGC) ( AudioLeveling 
(AGC))

送信レベルに関係なく、すべての参加者が他のすべての参加者から同じ音声レベルを
受信することを確認します。AGC は Automatic Gain Control を意味します。ほとん
どの会議では、参加者は、さまざまなレベルで通話します。この結果、一部の参加者
で通話が聞き取りにくいことがあります。音声調節により、参加者の声が「小さい」
または「遠い」場合は自動的にマイクのレベルが上がり、参加者の声が「大きい」場
合はマイクのレベルが下がることでこの問題が解決します。                             

 1. [オン( On) ]：[オン( On) ]に設定されていると、MCUは強い信号を減衰し、弱い
信号を増幅して、音声信号のレベルを固定値で維持します。非常に弱い信号、つ
まりノイズのみの場合は増幅されません。

 2. [オフ( Off) ]：音声の平準化( AGC) をディセーブルにする場合、[オフ( Off) ]
に設定します。

レガシー レベル( Legacy 
Level)

古いビデオ会議エンドポイントを MCU に接続する場合、古い機器では最新の機能を
処理できないため問題が発生することがあります。選択すると、一部の機能は MCU 
から送信されません。詳細については、ソフトウェア リリースのマニュアルを参照
してください。

最小帯域幅しきい
値( Minimum Bandwidth 
Threshold)

参加者が最小帯域幅しきい値よりも低い帯域幅でコールした場合、参加者は音声の
み( ライブ ビデオなし) と、帯域幅が低すぎるというメッセージを受信します。10 
秒後に参加者が低レートのビデオを受信します。最小帯域幅しきい値は、会議中に変
更できます。システムにより、定義された最小帯域幅しきい値未満のコールは低レー
トのエンコーダに移動します。                             

注：参加者が低レートのエンコーダに移動した場合、最小帯域幅のしきい値が下がっ
ても戻りません。

発言者インジケー
タ( Speaker Indication)

 n [オン( On) ]：現在発言中の参加者を示す発言者インジケータ( 色つきの線) をサ
ブ画像の周囲に表示できるようにする場合、[オン( On) ]に設定します。

 n [オフ( Off) ]：色つきの線を表示しない場合、[オフ( Off) ]に設定します。

チェアー制御( Chair 
Control)

 n [オン( On) ]：会議に接続している参加者から開始された H.243および BFCP のチ
ェアー制御機能を会議がサポートします。

 n [オフ( Off) ]：チェアー制御をディセーブルにします。

IPLR ローバスト モー
ド( IPLR Robust Mode)

 n [IPLR]：( IntelligentPacket Loss Recovery) 1 つ以上のサイトにネットワーク 
エラーが発生した場合。

 n [自動( Auto) ]：[自動( Auto) ]に設定されると、IPLR ローバスト モードが必要
に応じて各エンコーダでオンに切り替わります。

 n [オン( On) ]：[オン( On) ]に設定されると、すべてのエンコーダで IPLRの強固
なモードがオンになります。
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音声切り替えのタイムアウ
ト( Voice Switch 
Timeout)

発言者インジケータが示され、他のエンドポイントに対して発言者として表示される
ために、参加者が発言する必要がある秒数を 1 秒～10 秒で定義します。長いタイム
アウトは、ノイズの多い環境や参加者の多い会議に適している場合があります。

最適な音声切り替
え( Optimal Voice 
Switch)

 n [オン( On) ]：接続エンドポイントでこれが許可されている場合、音声切り替え
モードでの最適なビデオ フォーマットをイネーブルにします。 アイコンとテキス
トは使用できません。

 n [オフ( Off) ]：音声切り替えを実行する場合、通常のトランスコードを使用しま
す。

注：最適な音声切り替えは IP だけで使用できます。

Web スナップショッ
ト( Web Snapshots)

Web スナップショットは、Web インターフェイスの右上隅に示され、参加者およびデ
ュアル ビデオ ストリームからのビデオのスナップショットを示します。スナップシ
ョットはリフレッシュ レート( スナップショットの上部に配置) に従って更新され
ます。        

 1. [オン( On) ]：会議のスナップショットとデュアル ビデオ ストリームのスナッ
プショットはMCU から参加者に送信されたビデオを示します。

 2. [オフ( Off) ]：Web スナップショットがディセーブルになっていることを示す画
像の通知が表示されます。

暗号化モード( Encryption 
Mode)

 n [自動( Auto) ]：会議に接続している参加者ごとに使用できる最高レベルの暗号化
を使用する場合、[自動( Auto) ]に設定します。 これは、同じ会議で DES による
暗号化接続および AES による暗号化接続を混在させることができることを意味し
ます。

 n [AES 128]：AES128 ビット暗号化機能を備えた参加者だけを許可します。この機能
を持たない参加者は会議に参加できません。

 n [DES]：DES56 ビット暗号化機能を備えた参加者だけを許可します。この機能を持
たない参加者は会議に参加できません。

セカンダリ レー
ト( Secondary Rate)

 n [オン( On) ]：会議が、低いレートのビデオの他に、必要に応じて 2つの出力方向
の帯域幅をサポートするようにします。

 n [オフ( Off) ]：セカンダリレートをディセーブルにします。

CP オートスイッチン
グ( CPAutoswitching)

CPオートスイッチングを使用すると、発言のないサイトと最もアクティブでないサイ
トを画像中でスワップすることができます。これで、参加者が通話しなくても、会議
のすべての参加者を確認することが可能になります。

ビデオ形式( ビデオ最適化
モード) ( Video Format 
(Video Optimization 
Mode))

分割表示( CP) モードのビデオ形式を定義します。                             
 n [自動( Auto) ]：( ベストインプレッション TF) 分割表示モードでは、コール 

レートが 256kbps 未満で、4:3 のアスペクト比を送信する場合、MPS は [モーシ
ョン( Motion) ]( CIF) を選択します。16:9 のアスペクト比を送信する際に、
コール レートが 512 kbps 未満の場合、MPS は [モーショ
ン( Motion) ]( w288p) を選択します。256 kbps 以上のコール レートでは、4:3 
のアスペクト比を送信する際に、MPS は [鮮明度( Sharpness) ]( 4CIF) を選択し
ます。16:9 のアスペクト比を送信する際に、コール レートが 512 kbps 以上の場
合、MPS は [鮮明度( Sharpness) ]( w576p) を選択します。

 n [モーション( Motion) ]：モーションを優先させ、CIF 解像度で 30 個以内の fps 
を表示し、4:3 のアスペクト比の送信時には H.264 CIF、16:9 のアスペクト比の
送信時には H.263+w288p を推奨する、共通する最も大きい形式を送信する場合、[
モーション( Motion) ] に設定します。

 n [鮮明度( Sharpness) ]：明確で鮮明な画像を優先させ、4:3 のアスペクト比の送
信時には H.263+ 4CIF、16:9 のアスペクト比の送信時には H.263+w576p を推奨す
る、共通する最も大きい形式を送信する場合、[鮮明度( Sharpness) ] に設定しま
す。全画面での音声切り替え会議のレイアウトでは、共通する最も大きな形式とし
て、MCU は H.264 CIF を優先します。

着信コールを許可す
る( Allow Incoming 
Calls)

これを選択した場合、着信コールに自動的に応答します。オフにした場合、すべての
着信コールは拒否されます。
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電話ノイズ抑制( 電話フィ
ルタ) ( Telephone Noise 
Suppression (Telephone 
Filter))

 n [オン( On) ]：携帯電話を会議に追加した際に通常発生するノイズと、電話参加者
が話していないときに通常聞こえるバックグラウンド ノイズを減衰します。

 n [オフ( Off) ]：電話ノイズ抑制をディセーブルにします。

コール リストからの参加
者のタイムアウ
ト( Timeout Participants 
from Call List)

 n [オン( On) ]：[オン( On) ]に設定されると、会議から接続解除されたすべての参
加者は、2分以内にコール リストから消去されます。

 n [オフ( Off) ]：コール リストからの参加者のタイムアウトをディセーブルにする
場合には [オフ( Off) ]に設定します。

参加者 ID( Participant 
Identifier)

 n [自動( Auto) ]：参加者のシステム名を参加者 IDのタイムアウトで設定した秒数
の期間表示します。

 n [オン( On) ]：各参加者のシステム名を会議中の画像に表示します。

 n [オフ( Off) ]：システム名を表示しない場合、[オフ( Off) ]に設定します。

レクチャー モー
ド( Lecture Mode)

 n [オン( On) ]:他の参加者に対して講演者が全画面に表示されるようにする場合、[
オン( On) ]に設定します。 講演者とは、フロアに割り当てられた参加者です。講
演者は、全画面表示またはサポートされているサブ画像表示のいずれか 1 つで、
すべての参加者のスキャンを確認します。他のサイトのスキャンをイネーブルにす
るには CP 自動切り替えを設定する必要があります。 

 n [オフ( Off) ]：フロアに割り当てられた参加者である講演者を全画面で表示する
には [オフ( Off) ]に設定します。

FUR ブロック サイト( FUR 
Block Sites)

 n [FURBlock]( クイック更新要求ブロック) 1つ以上のサイトにネットワーク エラー
が発生した場合。

 n [自動( Auto) ]：送信過多のサイトのFUR がブロックされます。

 n [オン( On) ]：すべてのサイトのFUR がブロックされます。

保護( Protect)  n [オン( On) ]：定義済みの保護された番号だけがこの会議に参加できます。 [保護
された番号( Protected Numbers) ]フィールドが表示されます。番号は [MCU 会議
の概要( MCU Conference Overview) ]のダイヤルイン設定で設定できます。

 n [オフ( Off) ]：保護モードはディセーブルです。

エンコーダ選択ポリ
シー( Encoder Selection 
Policy)

 n [最適なビット レート( Best Bit Rate) ]：MPSに、ビット レートに基づいてサイ
トのビデオ品質に優先順位をつけさせます。システムは、低いビデオ レートの参
加者を、セカンダリ エンコーダが使用可能な場合に移動します。サイトが移動さ
れていない場合、システムは低いビデオ規格のサイトを移動します。

 n [最適なビデオ規格( Best Video Standard) ]：MPS に、ビデオ規格に基づいてサ
イトに優先順位をつけさせます。 システムは、低いビデオ規格の参加者を、セカ
ンダリ エンコーダが使用可能な場合に移動します。サイトが移動されていない場
合、システムは低いビデオ レートのサイトを移動します。

 n [最適な解像度( Best Resolution) ]：MPS に、解像度に基づいてサイトのビデオ
品質に優先順位をつけさせます。 システムは、低い解像度の参加者を、セカンダ
リ エンコーダが使用可能な場合に移動します。サイトが移動されていない場合、
システムは低いビデオ レートのサイトを移動します。
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[Cisco TelePresence Conductor 設定( Cisco TelePresence 
Conductor Settings) ] タブ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ]

会議のアドレス

フィールド 説明

エイリア
ス( Alias)

会議のダイヤルイン アドレスとして使用するエイリアスを選択します。 

ドロップダウンで表示されるエイリアスは、[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ] > TelePresence Conductor を選択   > [エイリアス( Aliases) ]タブ > [
エイリアスの編集( Edit Aliases) ] で設定されたものです。 参考として、「エイリア
ス( Aliases)  [p.100]」を参照してください。

変数( Variable) エイリアスが固定でない場合は、会議に該当する部分が含まれる可変部分を変更できます。 

[変数( Variable) ]フィールドに入力すると、入力した内容が反映されるようにプレビュー
に変更が表示されます。 変数には英数字を使用することができます。 変数の例として、会
議をホストしている人の名前があります。 

[変数( Variable) ]フィールドには、[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]
での TelePresence Conductor の [拡張設定( Extended Settings) ] で設定された利用可能
な最初の会議 ID が、Cisco TMS によってすでに入力されています。 変数を変更しない場
合、[プレビュー( Preview) ]フィールドに表示できる自動生成されたアドレスが会議に使用
されます。

アドレス プレビ
ュー( Address 
Preview)

参加者が会議にダイヤルするために使用するアドレスのプレビュー。 可変部分を変更する
と、このフィールドに表示されるアドレスの青い部分が変更されます。

説
明( Description)

このフィールドには、[システム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] > TelePresence 
Conductor を選択   > [エイリアス( Aliases) ] タブ > [エイリアスの編集( Edit 
Aliases) ]のエイリアスに追加される説明が含まれます。 

このフィールドは、選択したエイリアスの説明がない場合は表示されません。
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会議の一覧
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [会議の一覧( List Conferences) ]

[クエリ( Query) ] 領域に入力された特定の条件に基づいて、このページに会議を一覧表示して検索しま
す。検索条件に一致する会議が表示され、下のグリッドで並べ替えることができます。 

注：このページから予約を編集するには、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管
理( User Administration) ] > [グループ( Groups) ] に独自の会議を表示する権限がユーザに必要で
す。

タイム ゾーンの表示

このページでは、予約が、現在ログインしているユーザのタイム ゾーンとともに一覧表示されます。ただ
し、予約を開いて表示または編集するときには、会議が予約されているタイム ゾーンが表示されます。

スケジュールされた会議のタイム ゾーンは、Cisco TMS では変更できないことに注意してください。

クエリ

フィールド上にマウスのカーソルを合わせると、ツールチップの説明が表示されます。

[クエ
リ( Query) ] フ
ィールド

説明

検索( Find) フリー テキストの検索フィールド。会議について以下の要素を検索することができます。

 n 会議 ID

 n 会議タイトル

 n 電子メール アドレス

 n 電子メール メッセージ 

 n コメント

すべての会議において：

ID( 整数のみ) がここに入力されると、検索は会議 ID だけをチェックします。この ID の検
索は、クエリ セクションに設定された日付と他の値を無視します。

開始日( Start 
Date)

この日以降の会議を表示します。開始日を変更すると、終了日は変更前と同じ日数の間隔を維
持して自動的に変更されます。

終了日( End 
Date)

この日までの会議を表示します。開始日と終了日の間の日数の間隔を変更するには、終了日を
変更する必要があります。

すべてのユー
ザ( All 
users) /ユー
ザ( User)

すべてのユーザに属する会議を表示/選択したユーザに属する会議を表示します。

アドホックの表
示( Show Ad 
Hoc)

これを選択すると、スケジュールされた会議と同時にアドホックがリストに表示されます。

記録された会議
のみ( Only 
Recorded 
Conferences)

Cisco TelePresence Content Server を含む会議のみ検索します。

ステータ
ス( Status)

検索する会議のステータスを選択します。
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フィルタ システ
ム( Filter 
Systems)

[フィルタ システム( Filter Systems) ]をクリックすると、Cisco TMS 内のすべてのシステム
のリストが表示されます。会議を表示したいシステムを選択して [保存( Save) ]をクリックし
ます。指定したシステムの 1 つ以上が参加者である会議がクエリ結果に表示されます。

クエリの保
存( Save 
Query)

保存される設定は次のとおりです。

 n 日付間隔

 n [フィルタ システム( Filter Systems) ]の選択内容

 n ステータス( Status)

 n アドホックの表示( Show Ad Hoc)

 n 記録された会議のみ( Only Recorded Conferences)  

一度に記憶されるクエリは 1 つだけです。 

このクエリは、次にページを開始する際のデフォルトになります。

検索( Search) クエリを実行するには、このボタンをクリックします。

会議の一覧

検索結果のタイトル上にマウスのカーソルを合わせると、会議のステータスに応じて、以下のオプション
付きのドロップダウン メニューが表示されます。

メニュー項目 説明

表示( View) 会議の詳細を表示します。

編集( Edit) 会議の詳細を編集します。このオプションを表示するには、ユーザは予約のページにア
クセスできる必要があります。

完了( End) 進行中の会議を終了します。このオプションを表示するには、ユーザには会議を編集す
る権限が必要です。

コピー( Copy) 会議をコピーして、新しい予約に使用できるようにします。このオプションを表示する
には、ユーザは予約のページにアクセスできる必要があります。

承認( Approve) 会議を承認します。このオプションを表示するには、ユーザには会議を承認する権限が
必要です。

拒否( Reject) 会議を拒否します。これは、会議が開始されないことを意味します。このボタンを表示
するには、ユーザには会議を拒否する権限が必要です。

テンプレートとして作
成( Create as 
Template)

会議を使用して、頻繁に再利用される会議の便利な機能であるテンプレートを作成しま
す。このオプションを表示するには、ユーザは予約のページにアクセスできる必要があ
ります。

[会議の一覧( List Conferences) ] ページのボタン

ボタン 説明

削除( Delete) 選択した会議を削除します。進行中の会議は削除できないことに注意してください。この
ボタンを表示するには、ユーザには会議を編集する権限が必要です。

会議のレポー
ト( Conference 
Report)

選択した会議のためのレポートを生成します。 

レポートは、各会議が新しいページから始まる PDF ファイルとしてエクスポートされま
す。

ログのエクスポー
ト( Export Log)

会議のリストを .csv ファイルとしてエクスポートします。リストされているすべての会
議が含まれます。明示的に会議を選択することはできません。
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ボタン 説明

詳細ログのエクス
ポート( Export 
Details Log)

.csv ファイルとしてリストされている会議の詳細ログ( 2 つの追加フィールドを含む) を
エクスポートします。リストされているすべての会議が含まれます。明示的に会議を選択
することはできません。 

2 つの追加フィールドは次のとおりです。

 n 参加者( Participants)

 n ログ( Log)

新しい会議( New 
Conference)

クリックすると [新しい会議( New Conference) ]ページにリダイレクトされます。このボ
タンを表示するには、ユーザには予約を行う権限が必要です。

会議ステータス アイコン

アイコン 説明

この会議はアクティブであり、すべての参加者が接続しています。

この会議はアクティブですが、参加者は接続していません。

この会議はアクティブですが、参加者の一部だけが接続されています。

この会議は終了しました。

この会議は現在保留中です。

この会議は拒否されました。

この会議は要求され、承認を待っています。

この会議は削除されました。

この予約はアクティブです。

この予約は終了しました。

この予約は保留中です。

この予約は拒否されました。

この予約は要求され、承認を待っています。
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参照の一覧
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [参照の一覧( List References) ]

参照は 1 つ以上の会議に関連付けることができる情報です。参照には、参照名、参照コード、コメント、
および連絡先情報があります。これは、会議が特定のコード、名前、その他の情報に関連付けられる必要
があるときにいつでも使用できます。

このページは、Cisco TMS で作成され、保存されたすべての参照を表示します。 

会議および参照

会議は、[新しい会議( New Conference) ] ページで参照を予約する際に、[会議情報( Conference 
Information) ]タブで会議を選択することにより、参照に関連付けることができます。1 つの会議には 1 
個の参照しか関連付けることができません。参照は、予約済みの会議への接続なしで作成できます。

参照の作成

新しい参照を作成するには：

 1. [新規( New) ]をクリックします。

 2. 必要な情報を入力します。

 3. [OK]をクリックします。

参照の削除

参照を削除するには：

 1. 削除する参照の横にあるチェックボックスを選択します。

 2. [削除( Delete) ]をクリックします。

参照のソート

参照リストのソートを変更するには、リストの上部にある [参照コード( Reference Code) ]または [参
照名( Reference Name) ]をクリックします。デフォルトでは、コードによって昇順でソートされます。

参照の検索

クエリーを    [参照を検索( Search References) ]フィールドに入力して [検索( Search) ]をクリック
します。[参照コード( Reference Code) ]または [参照名( Reference Name) ]フィールド内の語と一
致または検索条件を含む各参照がリストされます。
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アドホック予約
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [アドホック予約( Ad Hoc Booking) ]

[アドホック予約( Ad Hoc Booking) ]ページでは、現在使用可能なシステムの選択によってコールを迅速
に起動することができます。このページでは、将来の会議をスケジュールすることもできます。

可用性情報は、Cisco TMS で予約されていない会議では表示されません。

システムの表示

[フォルダにフィルタを適用( Filter on Folders) ]をクリックして Cisco TMS 内のすべてのフォルダ
とシステムを表示し、各フォルダの横にあるチェックボックスを選択して、このページに表示するシステ
ムを選択することができます。

注：このページに MCU を表示するには、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [会議設定( Conference Settings) ] に進み、[アドホック予約でネットワー
ク製品を表示する( Show Network Products in Ad Hoc Booking) ]を [はい( Yes) ]に設定します。 

このページに表示するシステム情報の量を定義するには：

 1. [フィールドを選択( Select Fields) ]をクリックして [フィールドを選択( Select Fields) ]ポッ
プアップ ウィンドウを起動します。

 2. 表示するパラメータを選択します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。

予約状況の確認およびシステムの予約

Cisco TMS から自動コールまたは予約システムを設定するには：

 1. [開始日( StartDate) ]、[終了日( EndDate) ]、[開始時刻( StartTime) ] と [終了時刻( End 
Time) ]を指定します。 
これらのフィールドをデフォルトとして残しておくと、コールがただちに起動します。

 2. 指定された期間中の予約状況を確認するには [検索( Search) ]をクリックします。

 3. 使用するシステムの横にあるチェックボックスを選択します。

 4. 次のいずれかを実行します。     
 a. [通話の自動接続( Automatic Call Launch) ]をクリックして指定された開始時刻に会議を開始し

ます。
 b. [予約のみ( Reservation Only) ]をクリックして同じ期間にシステムを予約します。

 5. ご自分の予約は緑で表示され、他のユーザによる予約は赤で表示されます。

他のユーザに代わって予約

デフォルトでは、予約は、ログインしているユーザのユーザ アカウントで行われます。

予約を行うか、または自動化されたコールを他のユーザに代わって起動するには：

 1. [予約者( Book For) ]フィールドで、名前の横にユーザ セレクタ アイコンをクリックします。

 2. リストから他の人物を選択します。 

次の手順でもユーザを検索できます。

 1. ユーザ名を [名前別でユーザをフィルタする( Filter users by name) ]フィールドに入力します。

 2. [検索( Search) ]をクリックします。

 3. 検索結果で、代わりに予約する相手の名前をクリックします。
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課金コードの入力

予約中の会議に課金コードを適用するには、[課金コード( Billing Code) ]フィールドに課金コードを入
力します。 

検索では、このフィールドが使用されません。
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参加者テンプレート
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [参加者テンプレート( Participant Templates) ]

テンプレートは Cisco TMS で管理されない外部システムを表しますが、Cisco TMS によって管理される
システムにも設定できます。参加者テンプレートでは、管理対象外のシステムが会議に追加される方法を
制御できます。これらは、会議にダイヤルインする外部参加者の代わりとして、または参加者をダイヤル
アウトする方法を詳細に説明して使用できます。参加者テンプレートの設定では、管理対象外のシステム
が会議に追加される方法を詳細に制御します。どの MCU が管理対象外のシステムを呼び出すかを指定す
ることもできます。 

新しい参加者テンプレートを作成するには [新規( New) ]をクリックします。

[ダイヤル設定( Dial Settings) ]タブの使用可能な設定を次の表に示します。

[ID]タブに、テンプレートの説明を入力し、これを [参照( Reference) ]と関連付けることができます。
詳細については、参照の一覧( List References) を参照してください。
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設定

フィールド 説明

名前( Name) ユーザはテンプレートの名前を指定できます。

再利用可
能( Reusable)

 1. [はい( Yes) ]：テンプレートは、1 つまたは複数の会議に数回追加できます。

 2. [いいえ( No) ]：テンプレートは、一度に 1 つの会議だけに追加できます。

プロトコ
ル( Protocol)

管理対象外のシステムが会議で使用するプロトコルを指定します。

タイプ( Type)  1. [オーディオ( Audio) ]:音声だけ、画像なし

 2. [ビデオ( Video) ]：音声と画像の両方

通話制限( Call 
Restrict)

管理対象外のシステムが制限帯域幅( 56 kbps) にダイヤルするまたはダイヤルされるかを指定
します。

エンドポイン
ト( Endpoint)

エンドポイントを選択すると、テンプレートを予約で使用する際にこのエンドポイントが予約
されます。

方
向( Direction)

 1. [ダイヤルアウト( DialOut) ]：MCU は管理対象外のシステムにダイヤルアウトします。

 2. [ダイヤル イン( Dial In) ]：MCU は管理対象外のシステムが会議にダイヤルインできるよ
うにポートを割り当てます。

帯域
幅( Bandwidth)

管理対象外のシステムで使用する帯域幅。

番号( Number) ここでは管理対象外システムの番号を入力する必要があります。ダイヤルアウト用の番号のみ
が表示されます。

内線番
号( Extension 
Number)

管理対象外システムに到達するために内線番号をダイヤルする必要がある場合、ここに入力す
る必要があります。ダイヤルアウト用の番号のみが表示されます。

第 2 の番
号( Second 
Number)

プロトコルが H.221 に設定され、これがダイヤルアウトの場合にのみ表示されます。管理対象
外の第 2 の番号をここに入力します。

DTMF トー
ン( DTMF 
Tones)

接続後にダイヤルする DTMF( Dual Tone Multi Frequency) トーンをここに入力する必要があ
ります。

MCU 管理対象外のシステムに接続するときに使用する MCU を指定します。

MCU インターフ
ェイス( MCU 
Interface)

管理対象外のシステムへの接続に使用する MCU インターフェイスを指定します。インターフェ
イスの例は ISDN1 および ISDN2 です。

ダイヤルイン方
式( Dial In 
Method) ( ダイ
ヤルインの場合
のみ)

ダイヤルインおよび MCU が選択されている場合にのみ表示されます。ダイヤルイン方式は次の
とおりです。     

 1. 会議番号：参加者テンプレートは共通の会議番号を使用します。これは、このテンプレート
にはダイヤルする一意の番号がないことを意味します。

 2. 会議ごとの参加者番号：参加者テンプレートには会議内の一意の番号があります。番号は、
参加者テンプレートが会議で使用されるたびに変わる場合があります。

 3. 固定の参加者番号：参加者テンプレートには会議内の一意の番号があります。番号は、この
テンプレートのすべての会議で常に同じです。

発信者 
ID( Caller ID)

会議の MCU が [保護( Protect) ] [オン( On) ] に設定されている場合、すべてのダイヤルイ
ンは、会議に接続する前に発信者 ID を求められます。発信者 ID とは、ISDN 番号( ISDN に
ダイヤルインした場合) の最後の数値などです。[保護( Protect) ] [オン( On) ] パラメータ
は、Cisco MPS MCU にのみ適用され、Cisco TMS の [予約( Booking) ] メニューの [MCU 設
定( MCU Settings) ] タブを使用して、会議の MCU に設定されます。ドロップダウン ボック
スには、[保護( Protect) ] という名前が付けられます。
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フィールド 説明

ISDN ゾー
ン( ISDN Zone)

管理対象外のシステムに ISDN ゾーンを設定することができます。ISDN ゾーンの詳細について
は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [ロケーション( Locations) ]を参照してくだ
さい

IP ゾーン( IP 
Zone)

管理対象外のシステムに IP ゾーンを設定することができます。IP ゾーンの詳細について
は、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [ロケーション( Locations) ]を参照してくだ
さい
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会議テンプレート
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [予約( Booking) ] > [会議テンプレート( Conference Templates) ]

同じ設定と参加者を使用して会議を定期的に作成する場合、会議テンプレートにこれらの設定を入力し、
最初から入力を開始する代わりにこのテンプレートを使用すると、時間を節約することができます。

新しいテンプレートを作成するには:

 1. [新規( New) ]をクリックします

 2. 会議の基本設定と詳細設定を入力します。

 3. 参加者を追加します

 4. [テンプレートの保存( Save Template) ]をクリックします

会議テンプレートの編集と使用

 1. 使用するテンプレートの名前にマウスのカーソルを合わせて、ドロップダウン メニューから [会議と
して使用( Use as Conference) ]を選択します。
会議テンプレートから設定を事前に読み込んだ [新しい会議( New Conference) ]ページが表示され
ます。

 2. 必要な変更を加え、会議の開始時刻および終了時刻を指定します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。
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モニタリング

この章では、Cisco TMS での会議の監視および編集に使用する会議制御センターについて説明し、ビデオ 
ネットワークの視覚的解釈を提供するグラフィカル モニタ とマップ モニタについても説明します。これ
らのメニュー項目に関連するタスクおよび参考情報についても記載されています。

モニタリング ツールには、Java Runtime Environment が各クライアント コンピュータにインストール
されている必要があります。Java をインストールまたはアップグレードするには、www.java.com を参
照してください。

会議のモニタリングおよび管理 180
オペレータの会議 182
会議制御センター 183
グラフィカル モニタ 190
マップ モニタ 192
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会議のモニタリングおよび管理

会議制御センター

会議制御センター( Conference Control Center) ( CCC) は、ダッシュボードのようなインターフェイ
スであり、ネットワークで実行している会議のステータスを監視し、必要に応じて、会議システムを制御
し、対話することができます。

ここでは、オペレータの会議も作成できます( 会議オペレータが、参加している会議の外部にある会議の
個々の参加者と協力できるアドホック会議) 。

つまり、サイトに問題が発生した場合、または質問が生じた場合、オペレータは、新しい会議を開始し、
この特殊な会議に自分自身と問題のあるサイトを追加できます。この会議が終了した後に、オペレータは
最初にスケジュールされたコールにサイトを戻すことができます。

詳細については、「オペレータの会議 [p.182]」を参照してください。

注：ポイントツーポイント会議が、実行中にブリッジにエスカレーションされた場合、CCC の情報はもは
や正しくありません。重複する会議情報が表示されることがあります。 

グラフィカル モニタ

グラフィカル モニタは、会議ネットワークの対話形式のライブ マップです。アニメーションと色を使用
して、アクティブ コール、到達不可能なシステムを含むネットワークのライブ ビューを示します。ビ
ューは、システム ナビゲータで設定されたフォルダ構造に基づいています。
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マップ モニタ

マップ モニタは、グラフィカル モニタに似ています。マップ モニタでは、すべてのシステムを 1 ペー
ジに表示する代わりに、各フォルダに独自のページを割り当て、管理者はアイコンとイメージの背後にグ
ラフィックスを重ねることができます。これは、地域またはシステムの場所情報を示す場合に非常に役立
ちます。
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オペレータの会議
オペレータの会議とは、通常のスケジュールされたコール以外で、会議への個々の参加者と協力するため
に会議オペレータが使用できるアドホック会議です。 

サイトに問題が発生した場合、または質問が生じた場合、オペレータは、新しい会議を開始し、この会議
に自分自身と問題のあるサイトを追加できます。問題が解決されるか、または質問が回答されたときに、
オペレータは元の会議に再び参加者を戻すことができます。

 n オペレータの会議は 1 回のクリックで迅速に作成できます。

 n 参加者をクリックして、サイトを接続解除せずに、オペレータの会議に移動できます。

 n オペレータの会議が存在しない場合、新しい会議が自動的に作成されることがあります。

 n オペレータは、オペレータの会議が開始されたときに、その会議に自動的に追加できるデフォルト シス
テムを自分自身に割り当てることができます。

 n オペレータは、Conference Control Center から、希望に応じて、1 人または複数の参加者をオペ
レータの会議に出入りさせることができます。

 n 複数のオペレータの会議を同時に実行できます。

 n オペレータの会議に移動される参加者は、スケジュールされた会議で引き続き参加者として表示されま
すが、移動されたことを示すために特別なアイコンが表示されます。

 n オペレータの会議は、オペレータのシステムによって使用されなくなった場合に、自動的に消去されま
す。

オペレータの会議の作成

オペレータの会議を作成する方法は 2 通りあります。

 1. 画面の右上隅にある [MCU の表示( Show MCUs) ]のチェックボックスをオンにし、[MPS] または 
[MCU] を右クリックし、オペレータの [オペレータ会議の作成( Create Operator Conference) ]を
選択します。

 2. メイン システムとして MPS または MCU を使用する会議の参加者を右クリックし、[オペレータに移
動( Move to Operator) ]を選択します。

オペレータの会議に移動された参加者は、元の会議で移動されたとしてマークされます。

注：参加者は、オペレータがオペレータの会議への接続に成功した場合にだけ、元の会議から移動するた
め、参加者が空の会議に移動する可能性はありません。

元の会議またはオペレータの会議のいずれかで参加者を右クリックして、[戻す( Move back) ]を選択す
ることにより、参加者を戻すことができます。参加者が含まれるオペレータの会議が終了した場合、参加
者はそれぞれの会議に自動的に戻ります。

オペレータの会議は自動的に延長され、Conference Control Center から明示的に終了するか、または
単にオペレータのエンドポイントを接続解除することにより終了できます。

参加者が元の会議から移動している間にその会議が終了すると、オペレータは CCC の警告イベントによ
って通知を受けます。元の会議が終了するときに、移動された参加者は、オペレータの会議に移動された
参加者ではなく、アドホック参加者として振る舞います。

参加者が会議から移動しても、元の会議からのメッセージは、その参加者のエンドポイントに送信されま
す。

注：デュアル ビデオ ストリームまたはカスケード会議を送信している参加者は、会議から移動できませ
ん。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 182/337

モニタリング
オペレータの会議



会議制御センター
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [モニタリング( Monitoring) ] > [会議制御センター( Conference Control Center) ]

[会議制御センター( Conference ControlCenter) ]( CCC) は、以下にリストされている予約インターフ
ェイスから、予約されるすべての会議の管理と監視を行うツールです。

 n Cisco TMS の [予約( Booking) ] >[新しい会議( New Conference) ]

 n 拡張機能のうち、     Cisco TelePresence Management Suite Extension Booking API を使用するも
の( Cisco TMSXE と Smart Scheduler を含む)

 n Cisco TMS に登録されたシステムまたは MCU で Cisco TMS によって開始されていない通話。

[会議制御センター( Conference Control Center) ]は、アドホック通話( Cisco TMS で予約されてい
ない) を監視することもできます。これを有効にするには、次の手順を実行します。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ] に移動します。

 2. [アドホック会議の検出を有効にする( Enable ad hoc conference discovery) ]を [はい( Yes) ]
に設定します。

 3. CCC ページの左側のパネルにあるチェックボックス：[アドホックの表示( Show Ad Hoc) ]を選択しま
す。

[検索( Search) ] フィールドとフォルダ ビュー

画面の左側にあるフォルダ ビューには Cisco TMS で予約および登録されているすべての会議のリストが
表示されます。検索領域で [検索( Find) ]フィールドと [日付( Date) ]フィールドを使用して、会議の
リストを絞り込むまたは展開することができます。

注：入力された検索文字列が整数の場合は、システムは会議 ID によって検索を行います。検索文字列が
テキスト形式の場合、タイトルまたは参加者名が一致する会議が表示されます。

[検索( Find) ]フィールドの下にある[...別グループ( Group By...) ] ドロップダウン ボックスは、
ステータス、日付または所有者別に会議をソートするために使用されます。

接続された参加者がいないすべての会議は、[開催中( Active) ]フォルダではなく [アイドル( Idle) ]
フォルダに含まれます。

会議の選択

会議をクリックして選択します。次に、右側のウィンドウに会議の詳細が表示されます。

会議を右クリックし、[新しいウィンドウで開く( Open in new window) ]を選択して、別のウィンドウ
に情報を表示します。

会議の編集または削除

会議を終了するか、または削除するには、[削除( Delete) ]ボタンを使用するか、会議のタイトルを右ク
リックし、[終了( End) ]または [削除( Delete) ]を選択します。 

デフォルトの開始フォルダ

デフォルトの開始フォルダとしてフォルダを設定するには、フォルダを右クリックして [デフォルトの開
始として設定( Set as default start) ]を選択します。これは、静的フォルダに限り可能で、MCU から
作成されたフォルダや、日付またはユーザによってグループ化されたフォルダに対してこのオプションを
設定できません。
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アドホック通話の表示

[アドホックの表示( Show Ad Hoc) ]チェックボックスを選択すると、Cisco TMS によって管理されるシ
ステムを含むアドホック通話の監視および管理を行うことができます。

MCU の表示

[MCU の表示( Show MCUs) ]チェックボックスをオンにすると、フォルダ リスト内の別のフォルダとして 
Cisco TMS に登録された各 MCU を表示します。保留中、開催中および終了済み会議は、その会議の主な 
MCU の下に表示されます。MCU ではないメイン システムとの会議は [その他( Other) ]のフォルダに表
示されます。

マイウォッチ リスト

フォルダ ビューの [マイウォッチ リスト( My Watch List) ]フォルダには、下のフォルダからユーザ
によって選択され、追加された会議が含まれます。会議をこのリストに配置し、より詳しくフォローアッ
プするために会議を追加したい場合、フォルダ ビューの会議を右クリックして [ウォッチ リストに追
加( Add to Watch List) ]を選択します。次に、会議は [マイウォッチ リスト( My Watch List) ]フ
ォルダにコピーされます。リストから会議を削除するには、会議を右クリックし、[ウォッチ リストから
削除( Remove from Watch List) ]を選択します。

会議の概要

会議を含むフォルダがフォルダ ビューで選択された場合は、そのフォルダ内のすべての会議を含む会議リ
ストが、画面の右側の [会議の概要( Conference Overview) ]に表示されます。 

会議の詳細へは、次の方法でアクセスできます。

 n [会議の概要( Conference Overview) ]で会議をダブルクリックします。

 n [会議の概要( Conference Overview) ]で会議を右クリックしてコンテキスト メニューを使用しま
す。

 n [会議の概要( Conference Overview) ]で会議を選択し、画面下部の適切なボタンをクリックします。

 n 表示する会議を選択できるまで、フォルダ メニューで会議を検索します。

会議の詳細

会議にアクセスした後( 上記を参照) 、会議情報を表示したり、会議に関連するさまざまなアクションを
実行したりできます。

会議情報

フィールド 説明

タイトル( Title) 会議 ID と会議のタイトル。

開始時刻( Start 
Time)

会議の開始時刻。

終了時刻( End Time) 会議の終了時刻。

主催者( Owner) 会議のオーナーの名前( 必ずしも会議を予約した人である必要はありません) 。
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ロック( Locked) 変更するには、ページの下部にある [ロック/ロック解除( Lock/Unlock) ]ボタンを使用
します。 

オプションは以下のとおりです。      

 n [はい( Yes) ]：会議のMCU はこれ以上参加者のダイヤルインを許可しません。管理者
は参加者を追加できます。

 n [いいえ( No) ]：MCU は、参加者が会議にダイヤルインすることを許可します。

タイプ( Type) 通話がどのように接続するかを指定します。

画像モード( Picture 
mode)

会議の画像モード

会議アクション

フィールド 説明

画像モードの設
定( Set Picture 
Mode)

このオプションにより、会議の画像モードを設定することができます。Cisco 
TelePresence MCU で使用可能なすべてのレイアウトから選択できます。 

参加者の追加( Add 
Participants)

会議に参加者を追加します。追加ページには、予約での追加ページと同じオプションが用
意されています。画面下部のボタンを使用します。

ロック/ロック解
除( Lock/Unlock)

会議のロックにより、MCU は、これ以上参加者の会議へのダイヤルインを許可しません。

設定( Settings) これは、会議の情報および設定が編集可能な場所です。

これらの設定の詳細については、新しい会議 [p.154]セクションを参照してください。

承認( Accept) 会議を承認できないユーザによって会議が予約された場合、会議を承認します。

拒否( Reject) 会議を承認できないユーザによって会議が予約された場合、会議を拒否します。

完了( End) 会議を終了します。永続的な会議には使用できません。

会議ビューには、会議スナップショットおよびデュオビデオ スナップショット( 該当する場合) からのス
ナップショットも表示されます。参加者が切断されたとき、または新しい参加者が会議に参加する場合、
正常なアラートが提供されます。

[参加者( Participants) ] タブ

この画面は、会議の参加者の概要を示します。 

参加者を右クリックすると、その設定の表示と編集を行うことができます。 

進行中の会議の場合は、ボタンと右クリック メニューがあり、1 人以上の参加者を選択すると使用可能に
なります。選択したすべての参加者によってサポートされているコマンドのみが表示できます。

同じ MCU で、1 つの会議から別の会議に参加者をドラッグ アンド ドロップすることができま
す。( CiscoTelePresence MCU と Cisco TelePresence MP のみ) 。  

 n 参加者一覧からツリー ビュー( 左) に表示される他の会議に参加者をドラッグします。 

 n 参加者を元の会議に戻すには：
 a. 参加者を選択します。
 b. [戻す( Get back) ]ボタンをクリックします。

参加者に使用できるコマンド

選択したシステムで使用できる機能により、別のボタン/コマンドが表示されます。 

コマンド/ボタンの名前を確認する場合、マウスのカーソルを合わせるとツールチップが表示されます。
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アイコン 名前 説明

詳細の
表示

システムの設定に関する詳細情報が示されます。

Web の
表示

システムの Web インターフェイスを示します。

オーデ
ィオの
ミュー
ト

参加者のオーディオをミュートします ( マルチポイント通話の場合だけ使用可
能) 。

オーデ
ィオの
ミュー
ト解除

参加者のミュートを解除します。

マイク
のオ
ン/オ
フ切り
替え

この会議の参加者に対してマイクをオンまたはオフに設定します。

フロア
の設定

選択した参加者にフロアを与えます。

フロア
の開放

選択した参加者の [フロアの設定( Set Floor) ]の設定を開放します。

重要の
設定

参加者を「重要( important) 」にすると、フォーカスされた参加者としてこの
参加者を設定します。たとえば、この参加者は、通話していなくても参加者と
見なされます。

重要の
削除

[重要の設定( Set Important) ]設定を取り消します。

切断 選択した参加者を接続解除します。

メッ
セージ
送信

選択した参加者のビデオ システムに表示されるメッセージを送信します。

削除 会議から選択した参加者を削除します。

接続 選択した参加者を接続します。

すべて
接続

すべての参加者を接続します( ビデオ会議のマスターの参加者からのみ使用可
能) 。

接続の
キャン
セル

選択した参加者への接続をキャンセルします。

すべて
切断

会議のすべての参加者を切断します( ビデオ会議のマスターの参加者からのみ
使用可能) 。

発信
オーデ
ィオの
ミュー
ト

この参加者への発信オーディオをミュートします。

発信
オーデ
ィオの
ミュー
ト解除

この参加者の発信オーディオのミュートの設定を削除します。
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アイコン 名前 説明

ビデオ
のミ
ュート

参加者のビデオをミュートします。

ビデオ
のミ
ュート
解除

この参加者のビデオのミュートを解除します。

ステー
タス 
デュオ
ビデオ

マウスのカーソルを合わせると、会議の MCU に関するコンテンツ ストリーム
の情報が表示されます。これは、Cisco TelePresence MCU 4.2 以降のみに適用
されます。

FUR の
ブロッ
ク

リモート参加者からのクイック更新要求をブロックします。

FUR の
ブロッ
ク解除

リモート参加者からのクイック更新要求をブロック解除します。

表示名
の変更

参加者の表示名を変更します。

スナッ
プショ
ットの
表示

この参加者のスナップショットを示します。

コンタ
クト情
報

この情報は、[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]> システム
の選択 > [設定( Settings) ] > [一般( General) ]>     [システム管理
者( System Contact) ]フィールドから収集されます。

オペ
レータ
会議へ
の移動

現在の会議からオペレータ会議に参加者を移動します。

戻す 元の会議へ参加者を戻します。

ダイヤ
ル設定

この参加者の接続設定を示します。

戻る 会議から移動した参加者を元の会議に戻します。

  ドロッ
プダウ
ン メ
ニュー

レイアウトのドロップダウン メニューはボタン バーにあります。Cisco 
TelePresence MCU 専用です。この参加者の受信ビデオのレイアウトを変更しま
す。

  +参加
者名

MCU が会議で使用されている場合、アクション ボタンのすぐ上にあるボタン 
[+参加者名( +participant name) ]には、各参加者の追加情報が含まれていま
す。1 人の参加者を選択して、ボタンをクリックします。このシステムのビデ
オとオーディオの送受信統計情報が表示されます。該当する場合、ボタンはコ
ンテンツ ストリームの情報を示します。 

[イベント ログ( Event Log) ] タブ

このタブには、会議中に発生したすべてのイベントのリストが含まれます。このリストは、画面の下部に
ある [テキストとして開く( Open as Text) ]をクリックすると、印刷に適したバージョンで表示できま
す。

会議開始の 15 分前( または開始時刻より 2 分～14 分前の予約時刻) に、会議の診断が会議上で実行さ
れます。診断サービスは、会議の設定に影響を与える可能性があるシステム チケットがないかどうか、会
議のすべてのシステムを確認します。また、ルーティングされた通話がまだ通話の有効な代替手段である
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かどうか、および MCU のダイヤルイン番号が存在しているかどうかも確認します。これによって問題が
検出されると、イベント ログにイベントが作成されます。

[診断の実行( Run Diagnostics) ] ボタン

[診断の実行( Run Diagnostics) ]ボタンをクリックして、[イベント ログ( Event Log) ]タブから手動
で会議の診断を実行することができます。 

[グラフィカル ビュー( Graphical View) ] タブ

このタブは、[会議の詳細( Conference Details) ]の会議をクリックすると表示され、異なるサイトが
どのように相互に接続しているかをグラフィカルな概要で示します。ビューの行は接続状況を示します。
つまり、行の上の矢印は通話の方向を示し、行の色は接続のステータスを示します。[参加
者( Participants) ]タブで使用できるすべてのコマンドはこのビューでも使用できますが、選択できる
のは 1 人の参加者だけです。

会議イベント

[会議イベント( Conference Events) ]では、保留中の会議と開催中の会議からのイベントが表示されま
す。

システム イベントを右クリックすると、次の選択項目を使用できます。

 n イベントの承認( Acknowledge Event)

 n イベントの消去( Clear Event)

 n 会議の開催( Open Conference)

 n 会議を新規ウィンドウで開く( Open Conference in New Window)

ウォッチ リストのイベントを表示する

[会議イベント( Conference Events) ]ヘッダーの右にあるドロップダウン アイコンをクリックする
と、[マイウォッチ リスト( My Watch List) ]フォルダの会議からイベントだけを表示する選択項目 [
マイ会議リスト( My Conferences List) ]が開きます。

リストおよびイベントを表示する

[詳細リストを開く( Open Detailed List) ]、[承認済みイベントの表示/非表示( Show/Hide 
Acknowledged Events) ]および [表示済みイベントの表示/非表示( Show/Hide Viewed Events) ]は、
イベントが発生した後で、ユーザが [会議の詳細( Conference Details) ] ページを開いた際に、イベ
ントを「表示済み」として表示します。

会議イベントは、イベントが参加者に関連付けられていると、フォルダ ビュー、会議リスト、会議の詳細
にマークされます。

システム チケット

 [システム チケット( System Tickets) ]は、Cisco TelePresence MCU および Cisco TelePresence 
MPS から会議チケットおよびシステム チケットを示します。ヘッダーの表示/非表示 +/-アイコンをクリ
ックして、パネルを縮小したり展開したりできます。

詳細リストを開く

[システム チケット( System Tickets) ]ヘッダーの右にあるドロップダウン アイコンをクリックする
と、画面の右側に詳細なイベント リストが表示される選択項目 [詳細リストを開く( Open Detailed 
List) ]が開きます。
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承認済みイベントの表示

承認されたチケットを表示するかどうかを選択します。

リストのシステム イベントを右クリックすると、3 つの選択項目が表示されます。

 n チケットの承認( Acknowledge Ticket)

 n [システム詳細の表示( View system details) ]( ポップアップのシステム ナビゲータからシステム
ページが開きます) 。

 n [詳細リストを開く( OpenDetailed List) ]( 画面の右側に詳細イベント リストを表示します) 。

チケットにマウスのカーソルを合わせると、チケットの詳細を含むヒントが表示されます。

サウンド アラート ボタン

[サウンド アラート( Sound Alerts) ]ボタンをクリックすると、[サウンド アラート( Sound 
Alerts) ]ポップアップ ウィンドウが開きます。

開催中の会議には、次のアラートを設定できます。

 n エラー イベント  

 n 警告イベント  

 n 情報イベント

開催された会議では、次のサウンド アラートを設定できます。

 n 接続または追加された参加者

 n 切断または削除された参加者

アラート音は各チェックボックスをオンにするかオフにすることで、個別にオン/オフの切り替えができま
す。

アラートの説明別に [テスト( Test) ]ボタンをクリックして、サウンド アラートをテストします。

これらの設定は、ユーザ レベル単位で保存されます。
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グラフィカル モニタ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [モニタリング( Monitoring) ] > [グラフィカル モニタ( Graphical Monitor) ]

このページには、会議システムとインフラストラクチャのネットワークを監視する強力な機能が用意され
ています。

フォルダとシステムの表示

ここに表示される情報は、[システム( System) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]のフォルダ構造を視覚
的に反映したものです。フォルダはアイコンをダブルクリックするか、フォルダを右クリックして[開
く( Open) ]、[すべて開く( Open All) ]、または [閉じる( Close) ]を選択して開くか、閉じることが
できます。

システムを示すアイコンを直接クリックして、システムを表示、拡大させることができます。[グラフィカ
ル モニタ( Graphical Monitor) ]ページの空いた領域を右クリックすると、次のメニューが表示されま
す。

配置( Arrange)

グラフィカル モニタに最適なフォルダおよびシステムの位置を自動的に配置します。

すべて展開( Expand All)

すべてのサブフォルダを展開して、表示します。

コントロール パネルの表示( Show Control Panel)

異なるプレゼンテーション オプションから選択します。[ズーム( Zoom) ]のスライドバーを動かして、
画像のサイズを拡大したり縮小したりできます。[通話中( In Call) ]を選択すると、通話中のシステム
のみが表示され、[応答なし( No Response) ]を選択すると、オフになっている、ネットワークに接続さ
れていない、あるいは、ネットワークに問題があるシステムのみが表示されます。

開催中またはアイドルであるシステムのみを表示するには [アイドル/開催中( Idle / Alive) ]を選択し
ます。

オプション( Options)

グラフィカル モニタのユーザ設定を変更します。

フィールド 説明

ユーザによる配置( User 
Arrange)

アイコンをクリックし、ドラッグすることによって、ユーザがアイコンを自由に配置で
きるようにします。

ロック( Locked) アイコンの位置をロックします。

自動配置( Auto 
Arrange)

フォルダおよびシステムをグラフィカル モニタに自動的に配置します。

名前の表示( Show 
name)

システム名は、各システムの横に表示されます。

ネットワーク アドレス
の表示( Show Network 
Address)

システムの IP アドレスは、各システムに表示されます。

表示可能な文字
数( Visible 
Characters)

各システムに表示される文字数を選択します。
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フィールド 説明

フォント サイズ( Font 
Size)

 n 小( Small)

 n 中( Normal)

 n 大( Large)

ラベルの色( Label 
Color)

各システムのラベル テキストの色のオプション。     
 n ダーク グレイ( Dark Gray)

 n 青( Blue)

 n オレンジ( Orange)

更新頻度( Update 
Frequency)

各システムのシステム ステータスをチェックする場合、グラフィカル モニタの更新
レートを秒単位で定義します。1 秒から 60 秒のインターバル内で選択します。

アニメーショ
ン( Animation)

通話中およびフォルダの開閉時のシステムのアニメーションの速度を定義します。選択
項目は次のとおりです。      
 n 速い( Fast)

 n 普通( Normal)

 n ゆっくり( Slow)

通話アニメーションの表
示( Show Call 
Animation)

通話中のシステムのアニメーションをイネーブルまたはディセーブルにします。アニ
メーションをイネーブルにするには、より多くのリソースが Cisco TMS で必要になる
ことに注意してください。

通話回線の表示( Show 
Call Lines)

Cisco TMS に登録されていて、1 つの通話内にある複数のシステムから導出される回線
をイネーブルまたはディセーブルにします。

フォルダ移動時に入れ替
え( Rotate when moving 
folder)

このチェックボックスをオフにすると、ノードのシステムを入れ替えたり、再配置した
りせずに、ツリーの子ノードを移動できます。
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マップ モニタ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [モニタリング( Monitoring) ] > [マップ モニタ( Map Monitor) ]

このページでは、ネットワークのシステムの物理的な場所の概要について説明します。各フォルダは、会
議システムが画像の上部に配置される独自の背景画像( たとえば国のマップ、オフィス ビルのマップな
ど) に関連付けることができます。

マップ モニタに組織を設定する

Cisco TMS の管理者のみが会議システムを編成できます。他のユーザはマップのシステムを表示できます
が、フォルダの作成/削除、フォルダ間の移動、または背景画像へのシステムの配置を行うことはできませ
ん。

マップ モニタを効果的に使用するには、Cisco TMS に作成されたフォルダが、会議システムの物理的な
場所に対応する必要があります。たとえば、シカゴにある国際的な企業 ExampleCompany の会議システム
には、ExampleCompany/ ExampleCompanyUS/ ExampleCompanyChicago に対応するツリー構造が必要で
す。この 3 つのフォルダは、それぞれ 1 個の背景画像に関連付けられる必要があります。3 つのフォル
ダに関連付けられる適切な背景画像は、世界地図、米国地図、およびシカゴのオフィス スペースのレイア
ウト マップとなります。レイアウト マップにはシカゴ オフィスのすべての会議室が示され、各会議シス
テムのアイコンが正しい会議室に配置されます。

フォルダとアイコンの構成

会議システムまたはフォルダを移動するには、マウスの左ボタンを押したまま、アイコンを単にドラッグ
し、アイコンを配置する場所でマウスを放します。会議システムを別のフォルダに移動する必要がある場
合は、対象フォルダにアイコンをドロップするだけです。フォルダ階層の上方にシステムを移動するに
は、マップ ウィンドウの左上隅にあるアイコン( 白い三角形の青色の円) にシステムをドラッグ アンド 
ドロップします。フォルダ構造は他の Cisco TMS と同じであり、フォルダ階層での変更または会議シス
テムの移動は、他の Cisco TMS で自動的に更新されます。

背景イメージの割り当て

すべてのフォルダには独自の背景イメージを割り当てることができます。背景イメージを変更するには次
の手順を実行します。

 1. ウィンドウ内を右クリックします。

 2. コンテキスト メニューから、[地図の選択( Select Map) ]を選択します。

バックグラウンド メニューのオプション

コントロール パネル( Control Panel)

[マップ モニタ( Map Monitor) ]メニューの背景を右クリックし、[コントロール パネルの表示( Show 
Control Panel) ]を選択することによって、異なるプレゼンテーション オプションを選択できます。

 n [ズーム( Zoom) ]のスライドバーを動かして、画像のサイズを拡大したり縮小したりできます。

 n 通話中のシステムだけ表示するには、[通話中( In Call) ]を選択します。

 n たとえば、オフになっている、ネットワークに接続されていない、あるいは、ネットワークに問題があ
るシステムのみを表示するには、[応答なし( No Response) ]を選択します。

 n 開催中またはアイドルであるシステムのみを表示するには [アイドル/開催中( Idle / Alive) ]を選択
します。
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オプション

[オプション( Options) ]を選択することにより、[マップ モニタ( Map Monitor) ]のユーザ設定を変更
することができます。

フィールド 説明

名前の表示( Show 
name)

システム名は、グラフィカル モニタのすべてのシステムに表示されます。

ネットワーク アドレ
スの表示( Show 
Network Address)

システムの IP アドレスは、グラフィカル モニタのすべてのシステムに表示されます。

表示可能な文字
数( Visible 
Characters)

各システムに表示される文字数を選択できます。

フォント サイ
ズ( Font Size)

次のオプションがあります。     
 1. 小( Small)

 2. 中( Normal)

 3. 大( Large)

ラベルの色( Label 
Color)

各システムのラベル テキストの色。次のオプションがあります。      
 1. ダーク グレイ( Dark Grey)

 2. 青( Blue)

 3. オレンジ( Orange)

アニメーショ
ン( Animation)

通話中のシステムのアニメーションの速度を選択します。このアニメーションは、Cisco 
TMS に登録されていないシステムとの通話中には、そのシステムの周囲に円として表示さ
れます。次のオプションがあります。     

 1. 速い( Fast)

 2. 普通( Normal)

 3. ゆっくり( Slow)

更新頻度( Update 
Frequency)

このオプションは、各システムのシステム ステータスをチェックする場合、グラフィカ
ル モニタの更新レートを秒単位で定義します。1 秒から 60 秒のインターバル内で選択
します。

通話アニメーションの
表示( Show Call 
Animation)

このオプションは、通話中のシステムのアニメーションのオンまたはオフの切り替えを定
義します。 
注：アニメーションを使用するには、Cisco TMS クライアントでより多くのリソースが必
要になります。

通話回線の表示( Show 
Call Lines)

このオプションは、通話中の 2 つのシステム間の回線を視覚的に表示するかどうかを定
義します。2 つのシステムは、Cisco TMS に登録する必要があります。

グレイ マップ( Gray 
Maps)

グレイスケールでマップを示すには、このボタンをクリックします。これは、システムが
カラー表示を維持するため、システムとマップのコントラストを強調します。

1 レベル上( Up one level)

この設定は、青いアイコンで表されるシステム フォルダの 1 つをサブシステムとともに展開している場
合でのみ使用できます。このオプションによって 1 つ上のレベルの上に移動します。

拡大( Zoom In)

このオプションを選択するたびに、Cisco TMS システムによるマップは 1 段階拡大します。

縮小( Zoom Out)

このオプションを選択するたびに、Cisco TMS システムによるマップのサイズは 1 段階縮小します。
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地図の選択( Select Map)

このメニュー オプションによって、[マップ モニタ( Map Monitor) ] の背景に表示されるマップが決ま
ります。

地図のアップロード( Upload Map)

このメニュー オプションによって、独自の地図をアップロードすることができます。地図の形式は .gif 
である必要があります。

システム アイコン

システム アイコンは、[グラフィカル モニタ( Graphical Monitor) ]と [マップ モニタ( Map 
Monitor) ]の両方で使用されます。すべてのシステムには、Cisco TMS でサポートされるさまざまなシ
ステム タイプに対応するアイコンがあります。システムに似ていることに加えて、アイコンは、さまざま
なシステム ステータスも示します

システムの状態

システムが通話中の場合、システム アイコンは以下を反映するように変更されます。

 n セットトップ アイコンは、カメラの緑色の点を表示します。 

 n テーブルトップ、会議システムおよびテレビ会議システムのアイコンは、緑色の画面を表示します。 

 n Cisco TelePresence MCU は、パネルの前面に緑色の点を表示します。 

 n 通話が暗号化されている場合、システム アイコンの右下に、小さなパッドロックも付きます。 

 n Cisco TMS にないシステムと通話中であるシステムには、アイコンの周囲に点滅する円があります。 

 n 選択したサードパーティ製品にも通話中であることを示す緑色の画面があります。 

 n システムに [応答なし( No response) ]のステータスがある場合、そのシステムには赤い X マークが
付いています。 

 n 不明なエンドポイントは疑問符付きで示されます。
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電話帳の作成および管理

この章では電話帳の中心概念を取り上げ、Cisco TMS の電話帳とそのソースの作成および管理について説
明します。 

また、[電話帳( Phone Books) ]メニューのすべてのエントリの参考情報も含まれます。

電話帳の基本 196
電話帳タイプ 197
電話帳の作成 199
電話帳へのアクセスの許可 201
システムでの電話帳の設定 202
ファイルへの連絡先のエクスポート 203
電話帳の管理 204
電話帳ソースの管理 206
電話帳とソースの活動状況 215

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 195/337



電話帳の基本

電話帳ソースの役割

Cisco TMS の電話帳は、1 つ以上の電話帳ソースのコンテナです。電話帳ソースは、電話帳を介してエン
ドポイントが使用できるようになる連絡先のリストを提供します。1 つの電話帳に接続された複数のソー
スは、一緒にマージされます。

Active Directory ユーザや Cisco Unified CM ユーザを含む、多数の異なるソース タイプがサポート
されます。説明と設定オプションの詳細リストについては、「電話帳ソースの管理 [p.206]」を参照して
ください。

階層的な電話帳

電話帳ソースは連絡先のフラット リストとして常にインポートされます。ただし、電話帳には、たとえ
ば、地理的な構造または組織構造に基づいて、階層構造の他の電話帳が含まれている場合があります。 

階層的な電話帳のすべてまたは一部は異なるシステムに設定されることがあります。指定されたレベルよ
り下のすべての電話帳が再帰的に含まれる一方、親電話帳は除外されます。

階層的な電話帳はレガシー グローバル ディレクトリの電話帳形式ではサポートされないことに注意して
ください。

このような構造の設定手順については、「電話帳階層の作成 [p.199]」を参照してください。

デフォルトのソースおよび電話帳

デフォルトのインストールの一部として、Cisco TMS は、Cisco TMS によって管理されるすべてのシス
テムを含む単純な電話帳を作成し、Cisco TMS によって検出されたすべてのシステムにそれを自動的に割
り当てます。

電話帳のルーティング

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設定( General 
Settings) ]には、[電話帳ルート エントリ( Route Phone Book Entries) ]と呼ばれる設定がありま
す。

 n [はい( Yes) ]はデフォルト設定で、エンドポイントがダイヤルできるアドレスのみを表示することを意
味します。 たとえば、H.323 専用エンドポイントに、ISDN 番号および SIP アドレスは表示されませ
ん。

 n [いいえ( No) ]は、エンドポイントがダイヤル機能に関係なく、電話帳のすべてのアドレスおよび番号
を表示することを意味します。

この設定を有効にすると、追加のサーバ負荷が発生し、ユーザの電話帳検索が遅くなる可能性があること
に注意してください。

たとえば、数が電話帳にどのように表示されるかなど、ルーティングの詳細については、「ルーティング 
[p.37]」を参照してください。
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電話帳タイプ
エンドポイントのタイプに応じて、最大 3 つの異なる電話帳タイプをエンドタイプが使用可能で、そのう
ち 2 つは Cisco TMS によって管理されます。

社内ディレクトリ

ほとんどの Cisco エンドポイントが Cisco TMS サーバ上のこのライブ XML 検索サービスに依存しま
す。

社内ディレクトリの設定はサポートされるシステムで次のように修正されます。

 n [システムに設定( Set on system) ]リストに変更が加えられるたびに毎回。「システムでの電話帳の
設定 [p.202]」を参照してください。

 n イネーブルの場合、デフォルトで 4 時間ごとに実行するバックグラウンド サービスによって。このバ
ックグラウンド サービスをイネーブルにするには：                              

 a. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]に移動します。

 b. [TMS サービス( TMS Services) ]セクションで、[システム上の管理設定の強制( Enforce 
Management Settings on Systems) ]を [はい( Yes) ]に設定します。

 c. [保存( Save) ]をクリックします。

社内ディレクトリはフラットにすることも、階層構造を持つこともできます。

グローバル ディレクトリ

レガシー TANDBERG MXP と TANDBERG Classic のエンドポイントでもグローバル ディレクトリ( 複数
の電話帳を 1 つにマージして最大 400 件の連絡先を表示する HTTP 送信ファイル) が使用される場合が
あります。

ディレクトリ( globdir.prm ファイル) は 2 つの異なるイベントで HTTP によりエンドポイントに送信
されます。

 n [システムに設定( Set on system) ]リストに変更が加えられるたびに毎回。「システムでの電話帳の
設定 [p.202]」を参照してください。

 n [電話帳更新頻度( Phone Book Update Frequency) ]で指定された間隔で。「一般設定 [p.233]」を
参照してください。

グローバル ディレクトリの電話帳は常にフラットな構造を持ちます。

ローカル ディレクトリ

エンドポイントには通常、エンドポイント自体の上で直接入力される、ローカル ディレクトリ、電話帳、
連絡先、またはお気に入りと呼ばれる連絡先エントリがいくつかあります。これらは Cisco TMS によっ
て管理されません。ただし、ローカル ディレクトリは電話帳ソースとしてインポートできます。「電話帳
ソースの管理 [p.206]」を参照してください。 

ローカル ディレクトリを Cisco TMS で表示することもできます。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、システムを検索します。

 2. [電話帳( Phone Book) ]タブをクリックします。

すべてのシステムの電話帳タイプの設定

使用する電話帳タイプを設定するには：
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 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設定( General 
Settings) ]に移動します。

 2. [一般設定( General Settings) ]セクションで、[シスコ システムの電話帳( Cisco System Phone 
Books) ]を次のいずれかに設定します。

 l TMS の一元化された電話帳だけを使用( 企業電話帳) ( Use centralized TMS phone books only 
(corporate phone book))

 l 一元化された電話帳とダウンロードした電話帳の両方を使用( 両方) ( Use both centralized and 
downloaded phone books (both))

 l システムにダウンロードしたグローバル電話帳だけを使用(グローバル電話帳)( Use global phone 
books downloaded to systems only (global phone book))

ダウンロードした電話帳はレガシー TANDBERG エンドポイントだけでサポートされるため、[企業電話
帳( corporate phone book) ]または [両方( both) ]を選択することを推奨します。

デフォルト設定は [両方( both) ]で、企業ディレクトリのライブ検索に失敗した場合に、グローバル デ
ィレクトリが使用可能になります。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。
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電話帳の作成
Cisco TMS で電話帳を作成するには、1 つ以上の電話帳ソースが必要です。既存のソースをそのまま使用
するか、既存のソースを設定するか、または新しいソースを作成することができます。次の手順には、新
しい電話帳ソースの作成が含まれます。

 1. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳ソースの管理( Manage Phone Book Sources) ]に移動します。

 2. [新規( New) ]をクリックします。

 3. ドロップダウンから電話帳ソース タイプを選択します。 
ソース タイプについては「電話帳ソースの管理 [p.206]」を参照してください。

 4. 新しいソースの名前を入力します。

 5. [保存( Save) ]をクリックします。
選択したタイプのソースによっては、[構成( Configuration) ] フィールドが画面の下部に表示され
ます。

 6. 必須フィールドに入力します。
設定フィールドおよびオプションについては「電話帳ソースの管理 [p.206]」を参照してください。

 7. [保存( Save) ]をクリックします。

 8. ドロップダウン リストから選択して、新しいソースの [更新頻度( Update Frequency) ]を設定しま
す。
電話帳に含める数のソースに対して、上記の手順を繰り返します。

 9. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]に移動します。

 10. [新規( New) ]をクリックします。

 11. 新しい電話帳の名前を入力します。

 12. [保存( Save) ]をクリックします。
3 つのタブがある新しいセクションが画面の下部に表示されます。

 13. [接続( Connect) ]をクリックします。
使用可能なすべての電話帳ソースのリストが表示されます。 

 14. チェックボックスを使用して、電話帳に対して 1 つ以上のソースを選択します。
必要な数のソースを組み合わせることができます。

 15. 含める各ソースに対して、[更新の種類( Update Type) ]を設定します。これは [手動リスト( Manual 
List) ]ソース タイプには適用されません。

 l TMSへインポート( Import to TMS) ：
 l 検索専用( Searchonly) ：

 16. [OK]をクリックします。

これで、電話帳が作成されました。Cisco TMS 制御システムで使用できるようにするには、次の操作を実
行する必要があります。

 1. アクセス制御を設定します。「電話帳へのアクセスの許可 [p.201]」を参照してください。

 2. システムで電話帳を設定します。「システムでの電話帳の設定 [p.202]」を参照してください。

電話帳階層の作成

配布および参照を容易にするために、電話帳階層を作成できます。

作成後に、電話帳階層の再編成はサポートされません。したがって、Cisco TMS で電話帳階層を作成する
前に、電話帳の構造の詳細を計画することを強く推奨します。

別の電話帳内に電話帳を作成するには、次の手順を実行します。

 1. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]で、階層の上位レベル コンテ
ナにする電話帳を開くか、または作成します。
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 2. 上位レベルの電話帳が開いている場合、その中の新しい電話帳を作成するには、[新規( New) ]をクリ
ックします。

 3. 上位レベルの電話帳内に、必要な数のネストされた電話帳を作成します。必ず、構造内の適切な親か
ら、新しい電話帳を作成してください。

電話帳階層内のすべてのレベルは、1 つ以上の電話帳ソースに接続できますが、これは必須ではありませ
ん。

電話帳を生成する別の方法

上記の手順は、Cisco TMS で電話帳ソースおよび電話帳を作成するために推奨される方法です。ただ
し、TMS ツール アプリケーションを使用して電話帳を生成することもできます。詳細については、「電
話帳の生成 [p.296]」を参照してください。
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電話帳へのアクセスの許可
サイト管理者およびビデオ装置管理者だけが電話帳の読み取り/更新権限を設定できます。

Cisco TMS ユーザ

これらの権限は、選択したユーザ グループが、連絡先を読み取って更新できるか、および選択した電話帳
を削除またはその名前を更新できるかを決定します。

 1. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]に移動し、ユーザ アクセス権
を付与する電話帳を開くか、または作成します。

 2. [アクセス制御( Access Control) ]タブを開きます。

 3. [TMS ユーザ グループ( TMS User Groups) ]を選択します。

 4. グループごとにアクセス権を指定するために、        [読み取り( Read) ] 、[更新( Update) ] 、または
その両方のチェックをオンにします。

 5. [保存( Save) ]をクリックします。

デフォルトでは、サイト管理者およびビデオ装置管理者に、すべての電話帳のすべての権限が設定されて
います。

Cisco TMS の電話帳リストを読み取る権限、電話帳を作成/削除する権限、および新しい電話帳の更新を
許可する権限は、すべて別の場所で設定されることに注意してください。「グループ [p.265]」を参照し
てください。

プロビジョニング ユーザ

Cisco TMSPE がインストールされている場合は、プロビジョニング ユーザに、次のようにアクセスを許
可できます。

 1. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]に移動し、ユーザ アクセス権
を付与する電話帳を開くか、または作成します。

 2. [アクセス制御( Access Control) ]タブを開きます。

 3. [プロビジョニング ディレクトリ グループ( Provisioning Directory Groups) ]を選択します。

 4. ルート ディレクトリを展開し、この電話帳にアクセスできるようにするディレクトリ グループを選択
します。

 5. 必要に応じて、[現在の電話帳および基盤となるすべての電話帳に設定を適用します( Apply settings 
to "(current phone book)" and all underlying phone books) ]のチェックをオンにします。

 6. [保存( Save) ]をクリックします。
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システムでの電話帳の設定
この項は、Cisco TMS によって管理されるシステムでの電話帳の設定に関連しています。プロビジョニン
グされたエンドポイントに電話帳を提供する方法については、『Cisco TelePresence Management 
Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照してください。

複数のシステム上にある 1 つの電話帳

システムのグループに 1 つの電話帳を設定するには、次の手順を実行します。

 1. [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]に移動します。

 2. 左側のナビゲーション セクションで電話帳を選択します。 

 3. [システムに設定( Set on Systems) ]をクリックします。

 4. 表示される 2 セクションのビューで、右のリストからエンドポイントを追加または削除するには、矢
印を使用します。

 5. [OK]をクリックします。

更新が完了したことを確認するには、[電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の活動状況の監視( Monitor 
Phone Book Activity Status) ]に移動します。 詳細については、「電話帳とソースの活動状況 
[p.215]」を参照してください。

1 つのシステム上の複数の電話帳

特定のシステムに 1 つ以上の電話帳を設定するには、次の手順を実行します。

 1. [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]に移動し、更新するシステムを選択します。

 2. [電話帳( Phone Book) ]タブをクリックします。

 3. 表示される 2 セクションのビューで、右のリストから電話帳を追加または削除するには、矢印を使用
します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。

更新が完了したことを確認するには、[電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の活動状況の監視( Monitor 
Phone Book Activity Status) ]に移動します。 詳細については、「電話帳とソースの活動状況 
[p.215]」を参照してください。

グローバル ディレクトリの更新頻度の設定

グローバル ディレクトリとして電話帳を使用しているレガシー システムでは、次の手順を実行します。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [一般設定( General Settings) ]に移動します。

 2. [電話帳更新頻度( Phone Books Update Frequency) ]フィールドで、電話帳をエンドポイントにポス
トする頻度を指定します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。

社内ディレクトリを使用する場合、システムは電話帳を直接 Cisco TMS から読み取り、更新頻度は無視
できます。
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ファイルへの連絡先のエクスポート
Cisco TMS サーバまたは別の Web サーバのディレクトリ上のファイルに電話帳の連絡先をエクスポート
するために使用するファイル ベースの電話帳ソースを設定できます。次に、Cisco TMS はタブ区切りフ
ァイルを作成します。 

 1. 電話帳を作成します。 

 2. この電話帳の [接続( Connect) ]をクリックします。

 3. 連絡先のエクスポート元にするソースを選択します。

 4. これらのソースの [更新の種類( Update Type) ]に、[Cisco TMS へインポート( Import to Cisco 
TMS) ]または [Cisco TMS へのインポートおよび電話帳ソースへのエクスポート( Import to Cisco 
TMS and Export to phone book source) ]を選択します。

 5. ここでエクスポート先にするファイル ベースの電話帳ソースを選択します。

 6. このソースの [更新の種類( Update Type) ]に、[Cisco TMS へのインポートおよび電話帳ソースへの
エクスポート( Import to Cisco TMS and Export to Phone Books Source) ]を選択します。

ファイルの最初の行はヘッダー Name, ISDNNumber, ISDNNumber2, ISDNBandwidth, Restrict, 
Telephone, SIP, H.323, IPBandwidth, ExternalId を含みます。

残りの行には実際の電話帳の連絡先が含まれます。ExternalId カラムには、電話帳エントリの一意の ID 
が含まれます。
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電話帳の管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]

[電話帳の管理( Manage Phone Books) ]ページは、右側の [ワークスペース( Workspace) ]ペインと、
電話帳を表示する左側の [電話帳( Directory) ]ペインで構成されます。

ワークスペースのボタン
[新規( New) ]をクリックすると、新しい電話帳の作成が開始されます。電話帳を作成して入力した後
で、それを選択して設定を変更するか、次のいずれかのボタンをクリックします。

 n 名前を変更するには、[編集( Edit) ]。

 n 電話帳を削除するには、[削除( Delete) ] の後で確認。これは、接続されたいずれのソースも削除し
ません。

 n 特定のエンドポイントに電話帳を配布するには、[システムに設定( Set on Systems) ]。詳細な指示に
ついては、「システムでの電話帳の設定 [p.202]」を参照してください。

ソース

[ソース( Sources) ]タブに、選択した電話帳に接続された各ソースの情報が表示されます。[ソー
ス( Sources) ]タブでは電話帳ソースへの接続を作成、更新、および削除できます。

設定

フィールド 説明

名
前( Name)

ソースの設定を変更できる「電話帳ソースの管理 [p.206]」へのリンク付きソースの名前。

タイ
プ( Type)

電話帳ソースのタイプ。概要については、「電話帳ソースの管理 [p.206]」を参照してください。

更新の種
類( Update 
Type)

このフィールドは、連絡先がどのように共有されるかを示します。オプションは以下のとおりで
す。       
 n [検索専用( Searchonly) ]：Cisco TMS電話帳に連絡先をインポートせずに、大規模な H.350 デ

ィレクトリなどでの直接検索を有効にします。

 n [Cisco TMSへインポート( Import to Cisco TMS) ]：Cisco TMS電話帳にすべての連絡先をイン
ポートします。

 n [Cisco TMSへのインポートおよび電話帳ソースへのエクスポート( Import to Cisco TMS and 
export to phone book source) ]：すべての連絡先を Cisco TMS 電話帳にインポートし、完全な
電話帳( 複数のソースで構成される) を用意してインポートされなかったものをソースにエクス
ポートします。

更新頻
度( Update 
Frequency)

ソースと電話帳間の更新の頻度。この頻度は、「電話帳ソースの管理 [p.206]」で設定されます。

接続のボタン
 n [接続( Connect) ]は、電話帳に追加する可能性のある電話帳ソースのリストを開きます。

 n [更新( Update) ]は、1 つ以上の選択したソースの更新を強制します。

 n [切断( Disconnect) ]は、選択した 1 つ以上のソースを電話帳から削除します。

 n [電話帳ソースの管理( Manage Phone Books Sources) ]は、「電話帳ソースの管理 [p.206]」に移動
します。
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アクセス制御

[アクセス制御( Access Control) ]タブでは、それぞれの名前が付いたリンクをクリックすることによっ
て、Cisco TMS ユーザ グループの電話帳に対する読み取り/更新アクセス権を設定できます。Cisco 
TMSPE がインストールされている場合は、プロビジョニング ユーザの電話帳へのアクセス権もここで設
定できます。

手順については、「電話帳へのアクセスの許可 [p.201]」を参照してください。
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電話帳ソースの管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳ソースの管理( Manage Phone Book Sources) ]

[電話帳ソースの管理( Manage Phone Book Sources) ]ページの左側にソースを表示する [電話帳ソー
ス( Phone Book Sources) ]ペインがあります。電話帳に入力する前に、1 つ以上の電話帳ソースが使用
できる必要があります。 

ワークスペースのボタン
[新規( New) ]をクリックすると、新しい電話帳ソースの作成が開始されます。ソースを作成した後で、
それを選択して設定を変更するか、次のいずれかのボタンをクリックします。

 n 名前を変更するには、[編集( Edit) ]。

 n ソースを削除するには、[削除( Delete) ] の後で確認。

 n 電話帳ソースを更新するには、[強制的に更新( Force Refresh) ]。

ソースがすでに選択されている場合、[新規( New) ]ボタンを表示するには、左ペインで [ソー
ス( Sources) ]をクリックする必要があります。

ソース タイプおよび設定

電話帳ソースを設定する場合、使用可能なフィールドはソース タイプによって異なります。次のフィール
ドは、すべてのソース タイプに共通です。

フィールド名 説明

インポートした連
絡先のデフォルト
帯域幅( Default 
Bandwidth for 
Imported 
Contacts)

インポートした連絡先に設定する帯域幅。これはコールが発信される帯域幅に適用されま
す。帯域幅のない、または帯域幅が [自動( Auto) ]に設定されているインポートした連絡先
だけに、このフィールドから帯域幅が設定されます。

更新頻度( Update 
Frequency)

Cisco TMS が電話帳ソースと同期する頻度を選択します。 このフィールドは手動リストに
は適用されません。

大規模な AD ソースまたはプロビジョニング ユーザ ベースからのインポートは、ソース 
サーバおよび Cisco TMS の両方にとって、リソースを大量に消費するおそれがあることに
注意してください。完了に時間がかかる更新は、他のスケジュール タスクをブロックする
場合もあります。ほとんどのソースが比較的スタティックであるため、したがって、1 日に
最大 4 回更新することを推奨します。

Cisco TMS エンドポイント

ソースを作成するために、すべての管理対象システムまたは管理対象システムのサブセットを動的に取り
出します。

設定

フィールド 説明

連絡先のインポート元
となるフォルダの選
択( Select Folder to 
Import Contacts 
from)

Cisco TMS は、このフォルダおよびそのサブフォルダのすべての連絡先をインポートし
ます。
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フィールド 説明

サブフォルダを含め
る( Include 
Subfolders)

[タイプ( Type) ]が [Cisco TMS エンドポイント( Cisco TMS Endpoints) ]の電話帳
ソースを作成する場合、[サブフォルダを含める( Include Subfolders) ]のチェックボ
ックスはデフォルトで選択されています。選択を解除すると、連絡先のインポート元に
選択したフォルダのサブフォルダから連絡先をインポートしません。

手動リスト

手動で維持されるリストを作成します。連絡先は、[連絡先の表示/編集( View/Edit Contacts) ]タブに
移動することにより、Cisco TMS インターフェイスで直接追加および編集します。

連絡先メソッド
表示される連絡先ごとに、最初のビューには、連絡先の名前および発信元電話帳ソースが表示されます。
すべての連絡先メソッドも表示されます。各連絡先メソッドには次のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

タイプ( Type)  n [音声( Voice) ]：標準電話プロトコルを使用するコール設定 ( 非ビデオ接続、携帯
電話または電話番号) 。

 n [IP]：連絡先への直接 IP 通信を使用するコール設定。ゲートキーパーまたは SIP 
レジストラは関係しません。

 n [SIP]：Session Initiation Protocol( SIP) を使用するコール設定。

 n [H.323]：H.323 プロトコルを使用するコール設定。

 n [ISDN]：ISDN を使用するコール設定。

 n [ISDN2]：2B コールの ISDN 番号とペアになる番号( 128 Kbps) 。

 n [Tel3G]：非推奨。

アドレス( Address) 選択したタイプ( 上記を参照) の各システムのアドレス。

ISDN の制限( Restrict 
ISDN)

制限されるコールは 56 Kb/s ネットワークへのコールです。

 n [true]：ISDN は制限されます。

 n [false]：ISDN は制限されません。

説明( Description) 各連絡先を編集する場合に入力できる情報。

帯域幅( Bandwidth) この連絡先およびタイプに選択された帯域幅。

 手動リストのアイ

コン

連絡先を編集するには、このボタンを使用します。

 手動リストのアイ

コン

連絡先を削除するには、このボタンを使用します。

連絡先の新しい連絡先メソッドの追加

手動リスト電話帳の既存の連絡先に新しい連絡先メソッドを手動で追加するには：

 1. 手動リストを開きます。

 2. [連絡先の表示/編集( View/Edit Contacts) ]タブに移動します。

 3. 新しいメソッドを追加する連絡先を検索します。

 4. 連絡先の  アイコンをクリックします。

 5.  [連絡先メソッドの追加( Add contact method) ]をクリックします。
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 6. フィールドに入力します( 上の表を参照) 。

 7. [追加( Add) ]をクリックします。

 8. より多くのメソッドを追加するには繰り返します。 

 9.  [完了( Done) ]をクリックします。

新しい連絡先の追加

 1. 手動リストを開きます。

 2. [連絡先の表示/編集( View/Edit Contacts) ]タブに移動します。

 3. 画面下の  [連絡先の追加( Add contact) ]をクリックします。

 4. 連絡先の名前を入力します。

 5. [保存( Save) ]をクリックします。

 6.  [連絡先メソッドの追加( Add contact method) ]をクリックします。

 7. 連絡先の情報を入力します。

 8. [追加( Add) ]をクリックします。

1 度限りのインポート 
[1 度限りのインポート( One-time Import) ]タブでは、[コピー元のソースを選択( Select source to 
copy from) ]ドロップダウン リストで発信元ソースを選択することにより、他の任意のソースから手動
リスト ソースに連絡先を取得できます。

インポートの結果は、いったん完了すると、[連絡先の表示/編集( View/Edit Contacts) ]タブに表示で
きます。

Active Directory

ソースを作成するために Microsoft Active Directory から IP フォンおよび電話番号をインポートし
ます。

設定

フィールド 説明

IP アドレ
ス/DNS( IP 
Address/DNS)

Active Directory ドメイン コントローラまたはグローバル カタログ サーバの IP アドレス
またはホスト名。

ユーザー
名( Username)

連絡先をインポート/エクスポートするために外部ソースへログオンするときに使用するアカ
ウントのユーザ名。

形式は DOMAIN\username または username@DOMAIN にする必要があります。

パスワー
ド( Password)

上のアカウントのパスワード。

デフォルト国番
号( Default 
Country Code)

Cisco TMS には、電話番号の国番号が必要です。ディレクトリの連絡先が国番号の指定なしで
保存されている場合には、ここでそれを指定します。

詳細設
定( Advanced 
Settings)
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フィールド 説明

LDAP ポート番
号( LDAP Port 
Number)

ドメイン コントローラが標準( 389) とは異なるポートで応答している場合は、ここでポート
番号を指定できます。グローバル カタログ サーバに接続する場合は、ポート 3268 を使用で
きます。

検索ベー
ス( DN) ( Search 
Base (DN))

これを使用すると、インポートの最上位レベルとして使用する Active Directory コンテナの
識別名( DN) を指定することができます。空白に設定した場合、[IP アドレス/DNS( IP 
Address/DNS) ]で指定されたドメイン コントローラが存在するドメインの DN が使用されま
す。 

例：OU=Norway,OU=Europe,DC=EXAMPLE,DC=COM。

検索範囲( Search 
Scope)

[検索ベース( DN) ( Search Base (DN)) ]で指定されたコンテナにある連絡先をインポートす
る場合は、[1 レベル( One Level) ]を選択します。インポートを展開してすべてのサブコン
テナの連絡先も返すには、[再帰( Recursive) ]を選択します。

カスタム LDAP フ
ィルタ( Custom 
LDAP Filter)

Active Directory の特定のユーザ プロパティに基づいてインポートで連絡先を除外する場
合、LDAP フィルタを指定できます。 

このようなフィルタの構造は NWG RFC 3377「The String Representation of LDAP Search 
Filters」に定義されています。例：文字 A で始まる姓を持つすべての連絡先を返
す「sn=A*」。プロパティ名については Active Directory スキーマ仕様を参照してくださ
い。

IP 電話をイン
ポート( Import 
IP Phone)

IP フォンの連絡先をディレクトリからインポートします。

自宅電話をイン
ポート( Import 
Home Phone)

自宅電話の連絡先をディレクトリからインポートします。

SIP をインポー
ト( Import SIP)

SIP の連絡先をディレクトリからインポートします。

携帯電話をイン
ポート( Import 
Mobile Phone)

携帯電話の連絡先をディレクトリからインポートします。

電話のインポー
ト( Import 
Telephone)

電話の連絡先をディレクトリからインポートします。

H.350 ディレクトリおよび H.350 ユーザ ディレクトリ

H.350 はさまざまなビデオおよび VoIP 形式の発信者アドレスの LDAP ベース グローバル ディレクト
リと通信するための標準です。

 n H.350 ディレクトリのソース：H.350 commObject を検索し、インポートします。
双方向同期がサポートされますが、Cisco TMS は Cisco TMS によって作成された H.350 ディレクト
リの連絡先のみ更新できます。

 n H.350 ユーザ ディレクトリのソース：H.350 commURI プロパティを検索し、それらが指す 
commObject をインポートします。 
このソースにはインポートだけがサポートされます。

設定

フィールド 説明

IP アドレス/DNS( IP 
Address/DNS)

Active Directory ドメイン コントローラまたはグローバル カタログ サーバの IP 
アドレスまたはホスト名。
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フィールド 説明

ユーザー名( Username) 連絡先をインポート/エクスポートするために外部ソースへログオンするときに使用
するアカウントのユーザ名。

パスワード( Password) 上のアカウントのパスワード。

新規連絡先を( RDN) に追
加( New contacts will be 
put in (RDN))

このエントリは、H.350 ディレクトリへのエクスポート時に H.350 ディレクトリの
どこに Cisco TMS で行われた連絡先を保存すべきかを指定します。これを指定する
際には相対識別名を使用する必要があります。 

例：DN が OU=VideoConferencing,DC=EXAMPLE,DC=COM に設定されているとき

に、ここで OU=ExampleUnit が指定されると、新規連絡先は 

OU=ExampleUnit,OU=VideoConferencing,DC=EXAMPLE,DC=COM に保存されま

す

詳細設定( Advanced 
Settings)

 

LDAP ポート番号( LDAP 
Port Number)

ドメイン コントローラが標準( 389) とは異なるポートで応答している場合は、ここ
でポート番号を指定できます。グローバル カタログ サーバに接続する場合は、ポー
ト 3268 を使用できます。

検索ベース( DN) ( Search 
Base (DN))

これを使用すると、インポートの最上位レベルとして使用する Active Directory 
コンテナの識別名( DN) を指定することができます。空白に設定した場合、[IP ア
ドレス/DNS( IP Address/DNS) ]で指定されたドメイン コントローラが存在するド
メインの DN が使用されます。 

例：OU=Norway,OU=Europe,DC=EXAMPLE,DC=COM

検索範囲( Search Scope) [検索ベース( DN) ( Search Base (DN)) ]で指定されたコンテナにある連絡先をイン
ポートする場合は、[1 レベル( One Level) ]を選択します。インポートを展開して
すべてのサブコンテナの連絡先も返すには、[再帰( Recursive) ]を選択します。

カスタム LDAP フィル
タ( Custom LDAP Filter)

Active Directory の特定のユーザ プロパティに基づいてインポートで連絡先を除外
する場合、LDAP フィルタを指定できます。このようなフィルタの構造は NWG RFC 
3377「The String Representation of LDAP Search Filters」に定義されています。
例：文字 A で始まる姓を持つすべての連絡先を返す「sn=A*」。プロパティ名につい
ては Active Directory スキーマ仕様を参照してください。

TMS での表示名に使用する
フィールド( Field to use 
for Display Name in 
TMS)

Cisco TMS での表示名として、commUniqueId とは別のプロパティを使用する場合
は、このプロパティの名前をここで指定できます。H.350 プロパティや LDAP サー
バのカスタム方法で定義されたプロパティを使用できます。 

例：DisplayName。

TMS のプレフィックス表示
名に対するユーザ オブジ
ェクトのフィール
ド( Field on User Object 
to Prefix Display Name 
in TMS)

インポートした連絡先の表示名は通常、commURI のポストフィックスとして提供され
ます。インポートした連絡先の表示名のポストフィックスとして commURI を含むオ
ブジェクトに LDAP プロパティの値を使用する場合は、ここでそれを指定できます。

LDAP からインポートされる誤った数のエントリ
間違った数のエントリが LDAP サーバから電話帳ソースに返される場合に、限られた数のエントリを返す
ようにサーバを設定する場合があります。切り捨ては LDAP サーバで発生し、通常、それはページ LDAP 
拡張を実装しないためです。指示については、LDAP サーバのマニュアルを参照してください。

ファイル ベースの電話帳

電話帳ソースを作成するためにローカル ファイルまたはオンライン ファイルに接続します。
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設定

フィールド 説明

デフォルトの帯域
幅を強制( Force 
Default 
Bandwidth)

このチェックボックスをオンにすると、Cisco TMS は、インポートしたすべての連絡先にデ
フォルトの帯域幅を強制します。電話帳ソースに設定されるすべての帯域幅は、[インポート
した連絡先のデフォルト帯域幅( Default Bandwidth for Imported Contacts) ]として選択
された値で上書きされます ( 帯域幅のない、または帯域幅が [自動( Auto) ]に設定されて
いる連絡先だけではありません。上記のフィールドを参照) 。

ローカル ファイ
ルまたは URL の
ファイルを使
用( Use Local 
File or File 
from URL)

Cisco TMS との間でインポート/エクスポートされる電話帳を含むファイルの場所を決定する
オプション ボタン。

ファイル パ
ス( File Path)

ローカル ファイルを選択する場合は、[参照ファイル( Browse Files) ]ボタンをクリックし
てファイル パスを指定する必要があります。

URL URL のファイルを選択する場合は、そのファイルが配置されている URL を指定します。

ユーザ名( 空白 = 
匿名) ( Username 
(Empty = 
anonymous))

URL のファイルを使用する場合にだけ利用可能です。ファイルへのアクセスに必要なユーザ
名。ユーザ名が不要な場合またはローカル ファイルを使用する場合は空白のままにします。

ドメイ
ン( Domain)

URL のファイルを使用する場合にだけ利用可能です。ファイルへのアクセスに必要なドメイ
ン。

パスワー
ド( Password)

URL のファイルを使用する場合にだけ利用可能です。ファイルへのアクセスに必要なパスワー
ド。パスワードは不要な場合またはローカル ファイルを使用する場合は空白のままにしま
す。

ファイル ベースの電話帳ソースへの連絡先のインポート
ファイル ベースの電話帳ソースを作成することを選択した場合は、Cisco TMS サーバのローカル ディレ
クトリまたは Web サーバにあるカンマ区切りファイルから連絡先を設定し、インポートすることができ
ます。

たとえば、電話帳情報を含む phonebook.txt ファイルが Cisco TMS サーバに配置されている場合：

 1. [ファイル パス( File Path) ]で、[参照ファイル( Browse Files) ]をクリックします。
Cisco TMS サーバの ~\TANDBERG\TMS\data\ExternalSourceFiles フォルダにあるファイルのリス
トが、これで取得されます。 

 2. [参照…( Browse…) ]をクリックします。

 3. 正しいファイルを参照して選択します。

 4. [開く( Open) ]をクリックし、ファイルのコピーを ~\TANDBERG\TMS\data\ExternalSourceFiles フ
ォルダに作成します。

 5. phonebook.txt ファイルをリストから選択し、[使用( Use) ]をクリックします。

 6. ファイルが空でない場合は、[連絡先の表示( View Contacts) ]をクリックして、このソースから電話
帳の連絡先を表示できます。 
そのエントリの詳細を展開するには、各エントリの左側にある矢印をクリックします。

インポートされたファイルの構造要件
インポートするファイルは、カンマ区切り値を含み、.txt または .csv 拡張子のいずれかが付いている
必要があります。最初の行は、各カラムの内容を説明するカラム ヘッダーを含む必要があります。
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 n カラム ヘッダーは次のように名前を付ける必要があります。
Id, Name, ISDNNumber, ISDNNumber2, ISDNBandwidth, Restrict, Telephone, SIPAlias, 
IPNumber, IPAddress, IPBandwidth。
IPNumber は H.323 ID または E.164 エイリアスを含む場合があることに注意してください。

 n カラム ヘッダーとデータ エントリはすべてカンマで区切る必要があります。

 n すべてのカラムを含める必要もなく、またすべてのカラムにデータを含める必要もありませんが、Name 
カラムは空にできません。

 n Id カラムの使用を強く推奨します。512 文字未満の文字または数字を使用できます。これは、以降のイ
ンポートで ID として使用されます。                     

カンマ区切りのファイルの例を次に示します。ここで、最初の行はヘッダーを含みます( 一部のカラムだ
けにデータが含まれることに注意してください) 。

Id,Name,ISDNNumber,SIPAlias,IPNumber,IPAddress
 1,Test Entry,+1 (555)1231234,system@example.com,system@example.com,10.0.0.5
 2,Test Entry2,+1 (555)1111111,system2@example.com,system2@example.com,10.0.0.6

ゲートキーパー

電話帳ソースを作成するためにゲートキーパーの登録をインポートします。

注：SIP エントリのインポートはサポートされていません。

設定

フィールド 説明

ゲートキーパーの選択( Select Gatekeeper) 現在 Cisco TMS に追加されているゲートキーパーからゲート
キーパーを選択します。

ゲートキーパーのゾーン プレフィックスを含
む( Include Zone Prefix from GK)

インポートした連絡先にゲートキーパーのゾーン プレフィッ
クスを含めるには、これをオンにします。

ユーザ定義プレフィックス( User Defined 
Prefix)

インポートした連絡先に追加するプレフィックス。

ユーザ定義のポストフィックス( User Defined 
Postfix)

インポートした連絡先に追加するポストフィックス。

その他の TMS 電話帳( Other TMS Phone Book)

ソースとして Cisco TMS 電話帳から連絡先をインポートし、ネストされた電話帳を作成します。

設定

フィールド 説明

TMS 電話帳を選択( Select TMS Phone 
Book)

連絡先のインポート元にする Cisco TMS の電話帳の 1 つを選択しま
す。

TMS ユーザ電話帳( TMS User Phone Book)

Cisco TMS に登録されているすべてのユーザからソースを作成します。デフォルトの帯域幅および更新頻
度だけがこの電話帳ソースでは設定可能です。
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Cisco TMS プロビジョニング ディレクトリ

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension を使用する場合は、プロビジョニ
ング ユーザ ベースを 1 つ以上の電話帳ソースに使用できます。

設定

フィールド 説明

ルート ディレクトリ グルー
プ( Root Directory Group)

Cisco TMS プロビジョニング ディレクトリ ソースを作成する場合に連絡先
のインポート元にするプロビジョニング ディレクトリのルート ディレクト
リ グループを指定します。

詳細設定( Advanced Settings)  

プロビジョニングされたデバイス
のインポート( Import 
Provisioned Devices)

プロビジョニングされたデバイスを各ユーザにインポートします。

オフィスの電話をインポー
ト( Import Office Phone)

オフィスの電話番号がユーザ ディレクトリに含まれている場合に、それを電
話帳ソースにインポートします。

携帯電話をインポート( Import 
Mobile Phone)

携帯電話番号がユーザ ディレクトリに含まれている場合に、それを電話帳
ソースにインポートします。

システムのローカル電話帳( System Local Phone Book)

エンドポイントからローカル ディレクトリをインポートします。この機能は、Cisco TelePresence MXP 
や TANDBERG Classic などのレガシー エンドポイントに対してだけサポートされています。

設定

フィールド 説明

デフォルトの帯
域幅を強
制( Force 
Default 
Bandwidth)

Cisco TMS によって、インポートしたすべての連絡先にデフォルトの帯域幅を強制的に使用さ
せる場合にオンにします。 

電話帳ソースに設定されるすべての帯域幅は、[インポートした連絡先のデフォルト帯域
幅( Default Bandwidth for Imported Contacts) ]として選択された値で上書きされます (
帯域幅のない、または帯域幅が [自動( Auto) ]に設定されている連絡先だけではありませ
ん。上記を参照) 。

システムの選
択( Select a 
System)

ローカル電話帳のインポート元にするシステムをドロップダウン リストから選択します。

Cisco Unified Communications Manager

Cisco TMS が管理する Cisco Unified CM を電話帳ソースに使用します。

設定

フィールド 説明

Cisco Unified CM を選択( Select Cisco Unified 
Communications Manager)

Cisco TMS が管理する Cisco Unified CM をドロップダ
ウンから選択します。

詳細設定( Advanced Settings)  
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フィールド 説明

インポートした番号のプレフィックス( Prefix for 
Imported Numbers)

Cisco Unified CM からインポートしたすべての番号
に、このプレフィックスを追加します。

インポートした番号のサフィックス( Suffix for 
Imported Numbers)

Cisco Unified CM からインポートしたすべての番号
に、このサフィックスを追加します。

連絡先の表示

電話帳ソースを選択した後で、[連絡先の表示/編集( View/Edit Contacts) ]タブに移動して連絡先を検
索および表示できます。 

検索するには：

 1. 検索フィールドで探す人の名前を入力します。

 2. [連絡先数( Number of Contacts) ] で、表示する検索結果の数を選択します。このフィールドは手動
リスト タイプのソースには適用されないことに注意してください。その場合には検索結果の最下行に
表示される連絡先の数を自分で調整します。

 3. [検索( Search) ]をクリックします。

表示される以上に多くの結果が検索から返される場合は、このことが検索結果の最下行に通知されます。
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電話帳とソースの活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の活動状況( Phone Book Activity Status) ]および 
[電話帳ソースの活動状況( Phone Book Source Activity Status) ]

[電話帳の活動状況( Phone Book Activity Status) ]ページでは、Cisco TMS がシステムに電話帳を送
信したときに作成されるすべてのイベントが追跡されます。 

[電話帳ソースの活動状況( Phone Book Sources Activity Status) ]ページでは、電話帳が電話帳ソー
スと同期されたとき作成されるすべてのイベントが追跡されます。

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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レポート

この章では、システムおよびコールに関するデータを Cisco TMS で収集する方法について説明し、[レ
ポート( Reporting) ]メニューで使用可能な統計情報を詳しく説明します。

レポートの基本 217
レポートの作成 218
レポーティング テンプレートの使用 220
詳しい通話記録 222
課金コードの統計 224
会議 225
システム 227
ネットワーク 229
投資回収率( Return on Investment) 230
CO2 の削減 231
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レポートの基本
レポーティング ページはすべてが同様に動作し、コア機能を共有します。

より柔軟なレポート オプションにするには、導入に Cisco TelePresence Management Suite 
Analytics Extension( Cisco TMSAE) を追加することを推奨します。「分析拡張機能 [p.282]」を参照
してください。

データのタイプ

 n 詳しい通話記録 [p.222]」は、テレプレゼンス配置でのコールの頻度と通話時間を追跡します。

 n 課金コードの統計 [p.224]」は、いずれの課金コードが会議に適用されるかを示します。

 n 会議 [p.225]」は、ユーザ別、タイプ別などに追跡されます。

 n システム [p.227]」レポートはシステムからのエラー、他のイベントを捕捉します。

 n ネットワーク [p.229]」統計はネットワークと帯域幅の使用に関して報告します。

 n 投資回収率( Return on Investment)  [p.230]」と「CO2 の削減 [p.231]」はビデオ機器の投資回収
率および環境的な節約を計算します。

ログ消去設定がレポートに与える影響

統計計算の多くは通話ログに基づきます。ログが一定時間後に消去されると、古い日付にまたがる計算に
誤りが生じます。 

ログ消去の設定を表示または変更するには：

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS サーバ メンテナンス( TMS Server 
Maintenance) ]に移動します。

 2. [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) ]
セクションに移動します。

 3. 任意のエントリを変更するには、[編集( Edit) ]をクリックします。

 4. 変更した各エントリに対して [更新( Update) ]をクリックします。
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レポートの作成
すべてのレポート クエリー フォームは検索するデフォルト値を含みます。[管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [統計設定( Statistics Settings) ] 
でこれらのデフォルトを表示および変更できます。

カスタム レポートを生成するには：

 1. 検索の開始および終了時間を入力します。レポートのタイプに応じて、日付および特定の時刻の両方を
追加するオプションがある場合があります。

 2. 追加の検索基準を指定します。

計算単
位( Calculate 
By)

レポートがどのように計算されるかを定義し、グラフの Y 軸上の単位を設定します。次の
設定に基づいてレポートを生成できます。

 l 時間( Duration)
 l 発生数( Number of Occurrences)
 l [稼働率( Utilization) ]：ビデオ システムが特定の時間範囲で平均して使用中であった

時間の割合を表示します。

通話プロトコ
ル( Call 
Protocols)

特定の通話プロトコルを使用して発信された通話を表示するには、目的のプロトコルを選択
します。いずれのプロトコルが使用されたかを無視してすべての通話を表示する場合は、[す
べての通話プロトコル( All Call Protocols) ]を選択します。

会議の種
類( Conference 
type)

どのような会議の種類をレポートの生成に使用すべきかを定義します。次のレポートを生成
できます。

 l 予定された会議( Scheduled Conferences)
 l アドホック会議( Ad Hoc Conferences)
 l 全会議( All Conferences)

グラフの種
類( Graph 
Types)

グラフの X 軸に表示される単位を設定します。

 l 日付範囲( DateRange)  
 o [通話時間( Duration) ]で計算される場合、指定した時間範囲内で発生した通話の分単

位の合計時間が、指定した日付範囲の日ごとにプロットされます。 
 o [発生数( Number of Occurrences) ]によって計算される場合、グラフには、特定の時

間範囲内で発生した通話の数が示されます。 
 o [稼働率( Utilization) ]によって計算される場合、グラフはビデオ システムが指定さ

れた時間範囲で平均して使用中であった時間の割合を示します

 l [月の日付( Day of the Month) ]：このグラフは日付別に通話の分布をプロットします。 
 o [通話時間( Duration) ]で計算される場合、月の毎日の指定された時間範囲の通話の時

間が、日付範囲内でまとめられます。例：500 分のビデオ コールが 1 月 11 日の指定
した時間範囲に発生し、2 月 11 日に 900 分発生したときに、日付範囲のスパンが 1 
月および 2 月であれば、図の 11 日の値は 1400 分になります。 

 o [発生数( Number of Occurrences) ]によって計算される場合、グラフは日別に通話数
の分布を示します。 

 o [稼働率( Utilization) ]によって計算される場合、グラフは平均稼働率が月の日別に
どのように変化するかを示します。

 l [曜日( Day of the Week) ]：このグラフは、通話時間、通話の数および稼働率が曜日別
にどのように異なるかを示します。

 l [Time of Day( 時刻) ]：このグラフは、通話時間、通話の数および稼働率が指定した時
間範囲の時間経過とともにどのように変動するかを示します。

システム カテ
ゴリ( System 
Category)

いずれのタイプのシステムの統計データを含めるかを選択します。

 3. 一部のレポート クエリー フォームでは、[フィルタ システム( Filter Systems) ]ボタンが、含める
特定のシステムの選択に使用できます。

 l システムが指定されないと、すべての使用可能なシステムが含まれます。 
 l ナビゲータのビューで目的のシステムを選択するには、このボタンをクリックします。

 4. レポートを生成するには、[検索( Search) ]をクリックします。

 5. 同じ検索を後で再利用する場合は、[テンプレートとして保存( Save as Template) ]をクリックしま
す。詳細については、「レポーティング テンプレートの使用 [p.220]」を参照してください。
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 6. 検索結果をどのように表示するかを選択するにはクエリー領域の下にあるタブを使用します。
 l [表( Chart) ]ビュー：データのグラフィカル表現。
 l [データ( Data) ]ビュー：表形式の通話履歴、イベント ログ、または会議履歴など、レポートを構

成する実際のデータ。
 l [レポート( Report) ]ビュー：印刷に適した形式。レポートを保存または印刷するには、[PDF にエ

クスポート( Export to PDF) ]をクリックします。PDF にはチャートとチャートの計算に使用され
たクエリー データの両方が含まれます。 

Excel シートへのデータのエクスポート

[データ( Data) ]タブで、Excel シートにすべてのデータをエクスポートするには [Excel にエクス
ポート( Export Excel) ]をクリックします。 

エクスポートされた Excel シートには、[データ( Data) ]タブにない追加情報が含まれます。
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レポーティング テンプレートの使用
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [レポーティング テンプレート( Reporting Templates) ]

テンプレートの作成

レポーティング テンプレートの作成は、Cisco TMS のレポーティング ページのほとんどで実行できま
す。

 1. クエリー フィールドの [テンプレートとして保存( Save as Template) ]ボタンをクリックします。

 2. テンプレートに付ける一意の名前を入力します。

 3. [保存( Save) ]をクリックします。

 4. 保存されている検索が、[レポーティング テンプレート( Reporting Templates) ]ページで使用可能
です。

テンプレート検索の表示および実行

[マイ テンプレート( My Templates) ]および [すべてのテンプレート( All Templates) ]タブの両方
ですべてのテンプレート検索を実行できます。日付は保存されるクエリーと同じ時間間隔で現在の日付に
調整されます。

テンプレート検索を実行するには：

 1. 次のいずれかの操作を実行して、使用可能なテンプレートを表示します。                 
 l [レポート( Reporting) ]メニューの下の任意のページで、ポップアップ ウィンドウのページのす

べての保存されたテンプレートを表示するために [テンプレートの一覧表示( List Templates) ]ボ
タンをクリックします。

 l [レポート( Reporting) ] > [レポーティング テンプレート( Reporting Templates) ]に移動
し、テンプレートとして保存されているすべての検索を一覧表示します。誰がいずれのレポーティン
グ ページからテンプレートを作成したかも表示されます。

 2. 目的のテンプレートの上にマウス ポインタを置き、ドロップダウン ボタンをクリックし、ドロップダ
ウン メニューの [レポーティング テンプレートを実行する( Run Reporting Template) ]を選択し
ます。

テンプレート検索の自動実行

すべてのレポーティング テンプレート検索が自動的に実行できます。

 1. ブラウザのアドレス フィールドに、必要なレポーティング ページの URL を入力
し、&RunStatTemp=<template name> を末尾に付加します。

 2. Enter を押すと、要求されたテンプレート検索が実行されます。

たとえば、http://<servername>/tms/default.aspx?pageId=29&RunStatTemp=CDR_All_

systems_monthly と入力した場合、[詳しい通話記録( Call Detail Record) ]ページで、CDR_All_

systems_monthly というテンプレート検索が実行されます。

テンプレートの編集または削除

作成したテンプレートだけを編集および削除できます。

編集するには： 

 1. 変更するテンプレートのドロップダウン メニューから [編集( Edit) ]を選択します。

 2. 必要に応じてテンプレート検索を変更します。

 3. [テンプレートとして保存( Save as Template) ]をクリックします。
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 4. 既存のテンプレートを上書きするかどうかが尋ねられます。
 l 元のテンプレートを更新するには、[はい( Yes) ]をクリックします。
 l 新しいテンプレートとして、変更された検索を保存するには、[いいえ( No) ]をクリックします。

 i. 新しいテンプレートの名前を入力します。
 ii. [保存( Save) ]をクリックします。

 l テンプレート編集ビューに戻るには、[キャンセル( Cancel) ]をクリックします。

削除するには：

 1. 削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択します。

 2. [削除( Delete) ]をクリックします。

 3. テンプレートを削除することを確認するには、[OK]をクリックします。
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詳しい通話記録
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [詳しい通話記録( Call Detail Record) ]

[レポート( Reporting) ] > [詳しい通話記録( Call Detail Record) ]メニュー セクションのページ
にはサポートされるすべての Cisco TMS の管理対象システムの詳しい通話記録のレポート オプションが
含まれます。

詳しい通話記録とは何か

詳しい通話記録は通話( ビデオ会議または音声) が終了すると作成されます。さまざまなシステムが CDR 
を生成し、さまざまなメカニズムを使用して Cisco TMS と共有します。このため、データは異なる方法
で処理および解釈され、同じ通話に参加した異なるシステムの CDR が矛盾する結果になる場合がありま
す。

CDR の主要な情報は次のとおりです。

 n コール参加者( システム)

 n 時間( Duration)

 n 使用する暗号化モードおよびプロトコル

CDR ベースのレポートは、テレプレゼンス ネットワーク配置がどのように使用されるかの計画および確
認で一般に使用されます。CDR により、より多くのテレプレゼンス リソースが必要な場所や、既存の機
器の使用率での潜在能力が明らかになる可能性があります。Cisco TMS 統計情報を生成できるさまざまな
タイプのシステムと、それらの統計がどのように取得されるかの簡単な説明を次に示します。

Cisco TMS の CDR はベスト エフォートと見なすべきで、表示されるデータの品質はシステムから受信し
たデータの品質に依存することに注意してください。

エンドポイント

Cisco TMS によって管理されるエンドポイントは CDR を生成し、それをコール終了後に Cisco TMS へ
すぐに伝達します。

エンドポイント CDR に基づくレポートは [エンドポイントと MCU( Endpoints and MCUs) ]ページ( こ
こには、蓄積した 2 つの異なる CDR を表示するオプションもある) または [エンドポイン
ト( Endpoints) ]ページのいずれにも生成できます。

これらのレポートの両方には、Cisco TMS が管理するエンドポイントのみが含まれることに注意してくだ
さい。プロビジョニングされたエンドポイントの統計情報は、「ユーザ( Users)  [p.223]」ページで使
用できます。

MCU

Cisco TMS データベース スキャナ サービスは定期的に MCU CDR を要求します。

MCU CDR に基づくレポートは [エンドポイントと MCU( Endpoints and MCUs) ]ページ( ここには、蓄
積した 2 つの異なる CDR を表示するオプションもある) または [MCU]ページのいずれにも生成できま
す。

外部参加者はエンドポイント レポートではなく MCU CDR レポートにのみ表示されます。

ゲートキーパーおよび VCS

Cisco VCS は、イベントが発生すると、Cisco TMS にコール データとその他のイベントを送信しま
す。[ゲートキーパー CDR( Gatekeeper CDRs) ]ページでは、このコール データに基づいてレポートを
作成できます。
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図は、各デバイス タイプによって処理されたコールの量を示します。特定の Cisco VCS のコール デー
タを取得するには、図のバーをクリックするか、[データ( Data) ]タブのシステムを選択します。

ユーザ( Users)

[ユーザ CDR( User CDR) ]ページは、Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension( Cisco TMSPE) がインストールされ、アクティブになっている場合にのみ使用できます。

プロビジョニングされたユーザとそのエンドポイントの CDR は、各エンドポイントの登録先の Cisco 
VCS によって生成され、蓄積されます。Cisco VCS は、定期的に CDR を Cisco TMS にプッシュしま
す。

これらの CDR はユーザごとにリストされます。

コンテンツ サーバ

コンテンツ サーバ、記録サーバのいずれか一方または両方を Cisco TMS で管理している場合、これらの 
CDR ベースのレポートは、[コンテンツ サーバ( Content Server) ]ページで使用可能です。

各サーバの [コンテンツ サーバの活動ログ( Content Server Activity Log) ]を表示するには、チ
ャート ビューのバーを選択します。

ゲートウェイ

ゲートウェイの CDR ベースのレポートは、[ゲートウェイ( Gateway) ]ページで使用可能です。 

図は、通話プロトコル別にフィルタリングされたアクティビティを示します。 
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課金コードの統計
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [課金コードの統計( Billing Code Statistics) ]

[課金コードの統計( Billing Code Statistics) ]ページで、選択した課金コードの統計情報を生成し、
表示してその CDR( 詳しい通話記録) をエクスポートできます。これには、スケジュールされたコールお
よびスケジュールされていないコールの課金コードが含まれます。 

データは、選択した課金コードに定義された時間間隔で収集できます。20 の課金コードだけが図示できま
す。より多く表示するには [ページング( Paging) ]ドロップダウンを使用します。
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会議
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [会議( Conferences) ]

[レポート( Reporting) ] > [会議( Conferences) ]メニュー セクションのページには、Cisco TMS の
スケジュールされた会議およびスケジュールされていない会議用のレポート オプションが含まれます。

会議統計

[会議統計( Conference Statistics) ]ページで、指定された時間間隔のスケジュールされた会議および
アドホック会議の統計情報を生成できます。

会議リソース

[会議リソース( Conference Resources) ]ページには、会議で使用される Cisco TMS が登録したそれ
ぞれのリソースについてのレポートを表示できます。このようなリソースは、エンドポイント、ゲートウ
ェイ、MCU、Cisco VCS が含まれます。 

データは、選択したシステムに定義された時間間隔で収集できます。 

20 の最後の会議だけが生成された図に示されます。

イベント

[会議イベントの概要( Conference Events Overview) ]ページでは会議に登録されているすべてのイベ
ントを説明する詳細ログを取得できます。これらのイベントには、スケジューリング、暗号化ステータ
ス、すべてのエラーなどが一般に含まれます。 

次のイベントのいずれかがログに記録された場合に、会議を表すバーの色が赤に変わるため、図はいずれ
の会議でエラーが発生したかを示します。

 n ブート

 n リンク ダウン

 n 接続エラー

 n 応答なし

 n ダウンスピード

20 の最後の会議だけが生成された図に示されます。

スケジューリング インターフェイス

[スケジューリング インターフェイス( Scheduling Interfaces) ]ページではスケジューリングの使用
頻度が最も高いツールと最も低いツールを表示できます。図は、指定された期間について各ユーザがスケ
ジュールした 1 ユーザあたりの分単位の時間、およびコールのスケジューリングに使用されたツールを示
します。

可能なスケジューリング インターフェイスは次のとおりです。

 n 新しい会議 [p.154]

 n Smart Scheduler

 n Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange( Cisco TMSXE)

 n Cisco TelePresence Management Suite Extension for IBM Lotus Notes( Cisco TMSXN)

 n Cisco TelePresence Management Suite Extension Booking API( Cisco TMSBA) を使用するサード
パーティ製アプリケーション
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ブリッジ メソッド

このレポートは、いずれのブリッジ メソッド、つまりマルチサイト オプションが、テレプレゼンス ネッ
トワークで使用されるかを観察するのに役立ちます。

[ブリッジ メソッド( Bridging Methods) ]ページでは、Cisco TMS の各システムで設定された会議の以
下の各タイプ( コール タイプ) の分布を表示できます。

 n [ポイントツーポイント( Point-to-point) ]：エンドポイントは、別のエンドポイントとのポイント
ツーポイント コール中でした。

 n [マルチポイント( Multipoint) ]：エンドポイントは、外部MCU を含むか内部 MCU のある別のエンド
ポイント( マルチサイト オプション) を含むマルチポイント会議中でした。

 n [内部MCU( Internal MCU) ]：エンドポイントは、内部 MCU を使用するマルチポイント会議中でし
た。

 n [内部MCU カスケード( Internal MCU cascaded) ]：エンドポイントは、内部 MCU を使用するカス
ケード マルチポイント会議中でした。

カスケード会議、多方向会議、および通常の MCU 会議の表示

MCU のカスケード会議、多方向会議、および通常の MCU 会議の分布を表示することもできます。

 n [外部MCU( External MCU) ]：MCU はマルチポイント会議で使用されました。

 n [外部MCU カスケード( External MCU cascaded) ]：MCU はカスケード マルチポイント会議で使用さ
れましたが、会議の他の MCU は別の MCU または内部 MCU のあるエンドポイントでした。

 n [Multiway]：MCUは多方向会議で使用されました。 
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システム
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [システム( System) ]

[レポート( Reporting) ]         > [システム( System) ]メニュー セクションのページには、管理対象シス
テムのデータ用のレポート オプションが含まれます。これは、これらのレポートのいずれも、プロビジョ
ニングされたエンドポイントを扱わないことを意味します。これらのレポート オプションの多くも、特定
のタイプのエンドポイントだけでのみサポートされています。

チケット ログ

[チケット ログ( Ticket Log) ]は、Cisco TMS のシステムで発生したすべてのシステム チケットを、
ネットワーク アドレス、チケットの発生時間、およびチケットの説明とともに報告します。

フィードバック ログ

[フィードバック ログ( Feedback Log) ]は、Cisco TMS のシステムでのスケジューリング、エラー、お
よび暗号化ステータスなどのイベントを報告します。 

SNMP に依存するシステムから Cisco TMS がイベントを受信するには、システムのトラップホスト IP 
アドレスが [モニタリング/SNMP 設定( Monitoring/SNMP Settings) ]の下の Cisco TMS サーバの IP 
アドレスに設定されている必要があります。詳細については、「[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ]」を参照してください。

接続エラー

[接続エラー( Connection Error) ]ページは原因コードだけで接続エラーを説明する詳細ログを示しま
す。これは、Cisco TMS のシステムに関するネットワーク接続の問題があるかどうかを確認する有用な情
報です。

特定のシステムのログを表示するには、システムの横にあるチェックボックスをオンにして、ページの下
部にある [表示( View) ]ボタンをクリックします。

システム接続

[システム接続( System Connection) ]ページは、システムのすべての管理接続および Cisco VCS 登録
の試行を表示します。

認証エラー

[認証エラー( Authentication Failure) ]ページは、システムに Telnet、FTP、HTTP、または SNMP 
でアクセスするときにパスワードを必要とするシステムでのすべての失敗したログイン試行に関する情報
を提供します。

ブート

[ブート( Boot) ]ページは、Cisco TMS に登録されたシステムのすべてのブート イベントの統計情報を
表示します。

FTP 監査

[FTP 監査( FTP Audit) ]ページは、システムへのすべての FTP( ファイル転送プロトコル) アクティビ
ティの概要を示します。このレポートは、レガシー システムだけでサポートされます。
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リモコンの電池残量低下

[リモコンの電池残量低下( Low Battery on Remote Control) ]ページは、指定された時間間隔でのす
べての Cisco TMS エンドポイントのリモコンの電池残量低下イベントの数を示します。
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ネットワーク
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [ネットワーク( Network) ]

[レポート( Reporting) ] > [ネットワーク( Network) ]メニュー セクションのページには、Cisco 
TMS の管理対象システムを含むネットワーク アクティビティ用のレポート オプションが含まれます。す
べてのレポート オプションがすべてのシステム タイプまたはエンドポイント タイプでサポートされるわ
けではないことに注意してください。

パケット ロス ログ

[パケット ロス ログ( Packet Loss Log) ]ページには、システムにより Cisco TMS に送信されるすべ
てのパケット ロス情報が示されます。このレポートは、レガシー TANDBERG MXP エンドポイントだけで
サポートされます。

パケット ロスがこの期間にある場合、システムは、30 秒ごとにメッセージを Cisco TMS に送信しま
す。ログには、蓄積されたパケット ロス、および蓄積された送信パケットが含まれます。

パケット ロス会議

[パケット ロス会議( Packet Loss Conference) ]ページには、パケット ロスのあるすべての会議が表
示されます。 

帯域幅の使用量

[帯域幅/帯域幅の平均使用( Bandwidth/Average use of Bandwidth) ]には、kbps で測定しプロトコ
ル( IP、ISDN、および SIP) ごとに表示した、選択したシステムの期間内における帯域幅の平均使用を示
すグラフが表示されます。 

プロトコルは、一部のサードパーティ製エンドポイントの場合、およびエンドポイントがこの情報を 
Cisco TMS に提供していない場合などには [不明( Unknown) ]としてリストに表示されます。

ネットワーク履歴

[ネットワーク履歴( Network History) ]ページでは、Cisco TMS の登録済みシステムで発生した変更を
まとめたリストが提供されます。これはシステム ナビゲータのシステムごとに [システム履歴( System 
History) ]タブを選択したときに表示されるデータと同じですが、ここではすべてのシステムにわたる概
要が取得されます。
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投資回収率( Return on Investment)
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [投資回収率( Return on Investment) ]

[グローバル投資回収率( Return on Investment Global) ]および [ローカル投資回収率( Return On 
Investment Local) ]ページには、定義した期間にわたって旅費の節約により回収されたビデオへの会社
の合計投資金額が表示されます。

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [統計設定( Statistics 
Settings) ] の [統計 ROI/CO2 内の最小通話期間( Statistics ROI/CO2 Minimum Call Duration) ]
の下で指定された値より長く存続している会議だけが     計算に含まれます。デフォルト値は 60 分です。

ROI の計算

 1. 最初のテレプレゼンス ハードウェア購入の日付から計算の開始日と終了日を設定します。

 2. 各エンドポイントでビデオ会議に参加する参加者の平均数を指定します。グラフは N-1 エンドポイン
トの各参加者の平均旅費で計算されます。

 3. 出張中の従業員 1 名の平均コストを指定します。

 4. ネットワークのビデオ システム( ゲートキーパーおよび MCU などのインフラストラクチャ システム
を含む) の平均コストを入力します。

 5. 会議ごとに使用されるエンドポイントの平均数を入力します。

 6. [計算( Calculate) ]をクリックします。

ROI の計算方法 

出張したと考えられる参加者の平均数は、エンドポイントごとの参加者数に会議のエンドポイント数から 
1 引いた値を乗算して計算されます。たとえば、各エンドポイントにいる参加者の平均数が 5、平均エン
ドポイント数が 3 の場合、出張者に考えられる平均数は 5 *( 3-1) の計算によって 10 となります。

グラフの黒い線は平均システム コストに Cisco TMS のシステム数を乗算した計算を示します。緑のグラ
フは、指定時間内の通話におけるシステム数に、出張したと考えられる参加者の平均数を乗算し、1 人の
従業員の出張の平均コストを乗算した計算を示します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 230/337

レポート
投資回収率( Return on Investment)



CO
2
 の削減

Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [レポート( Reporting) ] > [CO
2
 の削減( CO2 Savings) ]

[CO
2
 の削減( CO2 Savings) ]ページで、出張の代わりにビデオ会議を使用して削減する CO

2
 排出量(

キログラム) を計算できます。

CO
2
 の削減の計算

計算するには：

 1. 計算の開始日と終了日を設定します。 

 2. 各エンドポイントでビデオ会議に参加する参加者の平均数を指定します。グラフは N-1 エンドポイン
トの各参加者の平均 CO

2
 削減量で計算されます。

 3. 出張ごとにキログラム単位で平均 CO
2
 削減量を指定します。

 4. 会議で使用されるエンドポイントの平均数を指定します。

 5. [フィルタ システム( Filter Systems) ]ボタンを使用して、計算に含めるシステムを選択します。何
も選択しない場合は、Cisco TMS のすべてのシステムが含まれます。CO

2
 削減量はエンドポイントの使

用量だけに基づいて計算されることに注意してください。 

 6. [計算( Calculate) ]をクリックします。
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管理ツール

この章には、Cisco TMS の [管理ツール( Administrative Tools) ]セクションにあるすべてのページ
の参考情報が含まれています。このセクションには、設定、ユーザ管理、コール ルーティング、および課
金コード管理のためのツールが含まれています。

構成 233
ユーザ管理 265
ロケーション 276
課金コード 279
活動状況 281
分析拡張機能 282
TMS サーバ メンテナンス 283
TMS チケット 286
プロビジョニング拡張機能の診断 287
監査ログ 288
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構成
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ]

設定メニューは、Cisco TMS アプリケーションの設定を変更し、会議、電子メール、ネットワーク、エ
ラー、およびインストールした拡張製品のデフォルトを設定することができる場所です。

一般設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設
定( General Settings) ]

一般設定

フィールド 説明

TMS リリース キー( TMS 
Release Key)

これは、Cisco TMS インストールのリリース キーです。 

リリース キーはサポートまたは新しいオプション キーについてCiscoに連絡する
ときに指定する必要があります。

デフォルト タイム ゾー
ン( Default Time Zone)

Cisco TMS でのユーザとシステムのデフォルトの時間帯を指定します。

次の場合は、自分のタイム ゾーンがユーザに表示されます。

 n 新しい会議の予約。

 n 既存の会議の一覧表示。

異なるタイム ゾーンに対して作成された予約の詳細を編集または表示していると
きは、会議のタイム ゾーンが表示され、このことがユーザに通知されます。

デフォルト ISDN ゾー
ン( Default ISDN Zone)

Cisco TMS のシステムにデフォルトの ISDN ゾーンを指定します。

デフォルト IP ゾー
ン( Default IP Zone)

Cisco TMS のシステムにデフォルトの IP ゾーンを指定します。

ソフトウェア FTP ディレクト
リ( Software FTP 
Directory)

システムのアップグレードに使用するシステム ソフトウェアを保存する Cisco 
TMS サーバ上のソフトウェア FTP ディレクトリです。 

このロケーションは、サーバ自体でアクセスされる TMS Tools プログラムを使用
して編集します。次を参照してください。 

システム管理者名( System 
Contact Name)

Cisco TMS システムの連絡先の名前。この名前は、すべてのページの Cisco TMS 
フッターに表示されます。

システム連絡先の電子メール 
アドレス( System Contact 
Email Address)

Cisco TMS システム連絡先の電子メール アドレス。Cisco TMS フッターのシステ
ム連絡先の名前は、このアドレスが設定されている場合、クリックできる電子
メール リンクです。

グローバル電話帳ソー
ト( Global Phone Book 
Sort)

Cisco TMS からシステムに送信されるグローバル電話帳エントリをソートする方
法を指定します。     
 n [デフォルト TMS ソート( Default TMSSort) ]：Cisco TMS サーバの言語に従

ってソートします。

 n [システム固有のソート( System Specific Sort) ]: システム言語に従って
ソートします。

電話帳ルート エント
リ( Route Phone Book 
entries)

この設定が、[Cisco システムの電話帳( Cisco System Phone Books) ]で指定さ
れた電話帳に適用されます。    

 n [はい( Yes) ]はデフォルト設定で、エンドポイントがダイヤルできるアドレス
のみを表示することを意味します。 たとえば、H.323 専用エンドポイント
に、ISDN 番号および SIP アドレスは表示されません。

 n [いいえ( No) ]は、エンドポイントがダイヤル機能に関係なく、電話帳のすべ
てのアドレスおよび番号を表示することを意味します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 233/337

管理ツール
構成



フィールド 説明

Cisco システムの電話
帳( Cisco System Phone 
Books)

使用する電話帳のタイプを選択します。

 n TMS の一元化された電話帳だけを使用( 企業電話帳) ( Use centralized TMS 
phone books only (corporate phone book))

 n 一元化された電話帳とダウンロードした電話帳の両方を使用( 両方) ( Use 
both centralized and downloaded phone books (both))

 n システムにダウンロードしたグローバル電話帳だけを使用(グローバル電話
帳)( Use global phone books downloaded to systems only (global phone 
book))

ダウンロードした電話帳はレガシー TANDBERG エンドポイントだけでサポートさ
れるため、[企業電話帳( corporate phone book) ]または [両方( both) ]を選択
することを推奨します。

デフォルト設定は [両方( both) ]で、企業ディレクトリのライブ検索に失敗した
場合に、グローバル ディレクトリが使用可能になります。

詳細は、「電話帳タイプ [p.197]」を参照してください。

電話帳更新頻度( Phone Books 
Update Frequency)

グローバル電話帳をシステムにダウンロードする頻度を指定します。これはレガ
シー エンドポイントだけに関連していることに注意してください。 

次のオプションがあります。

 n 未設定( Not set)

 n 1 時間ごと( Every Hour)

 n 毎日( Every Day)

電話帳の更新日時( Phone 
Books Update Time of Day)

[電話帳更新頻度( Phone Books Update Frequency) ]が [毎日( Every Day) ] に
設定されている場合は、ここに時刻を設定します。

エンドポイントおよび会議室
の代替システム名ルール( 使
用する名前の順
序) ( Alternate System Name 
Rules for Endpoints and 
Rooms (order of name to 
use))

Cisco TMS でシステム名を表示する方法を指定します。次のオプションがありま
す。              
 n [システム名のみを使用( 空白の場合は「名前なし」を表示) ( Use System 

Name only (displays "No Name" ifblank)) ]: システム名が設定されていない
場合は、Cisco TMS が、システムの名前または [名前なし( NoName) ] を表示
します。

 n [システム名/ネットワークアドレス( System Name/NetworkAddress) ]：空白で
ない場合は、Cisco TMS がシステム名を表示します。そうでない場合は、ネッ
トワーク アドレスを表示します。

 n [H.323 ID/システム名/ネットワークアドレス( H.323 ID/System 
Name/NetworkAddress) ]：Cisco TMS が H.323 ID を表示します( 設定されて
いる場合) 。H.323 が設定されていない場合、Cisco TMS はシステム名を表示
します( 空白でない場合) 。システム名を空白にすると、ネットワーク アドレ
スが表示されます。 

 n [H.323 ID/E.164 エイリアス/システム名/ネットワークアドレス( H.323 
ID/E.164 alias/System Name/NetworkAddress) ]：Cisco TMS が H.323 ID を
表示します( 設定されている場合) 。H.323 ID が設定されていない場
合、Cisco TMS は E.164 エイリアスを表示します。E.164 エイリアスが設定さ
れていない場合、システム名が表示されます( 空白でない場合) 。システム名
を空白にすると、ネットワーク アドレスが表示されます。

監査の有効化( Enable 
Auditing)

[はい( Yes) ]に設定すると、Cisco TMS は Cisco TMS 設定、システム、フォル
ダ、ユーザおよびグループに対するすべての更新、作成、および削除操作をログ
に記録します。 

ログは、[管理ツール( Administrative Tools) ]> 監査ログ [p.288]にありま
す。 

この設定は、[TMS ツール( TMS Tools) ]> で上書きできます。
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フィールド 説明

プロビジョニング モー
ド( Provisioning Mode)

拡張機能がインストールされている場合は、この設定が Cisco TelePresence 
Management Suite Provisioning Extension のアクティブ化または非アクティブ
化に使用できます。次のオプションがあります。

 n オフ( Off)

 n プロビジョニング拡張機能( Provisioning Extension)

拡張機能のインストールとアクティブ化については、『Cisco TelePresence 
Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照してくだ
さい。

分析拡張機能管理 
URL( Analytics Extension 
Admin URL)

この設定を使用して、Cisco TelePresence Management Suite Analytics 
Extension( Cisco TMSAE) Web インターフェイスの URL を変更できます。この設
定は、拡張機能をインストールした場合にだけ使用できます。

拡張機能のインストールおよび設定については、『Cisco TelePresence 
Management Suite Analytics Extension Installation Guide』を参照してくださ
い。

ログイン バナーの有効
化( Enable Login Banner)

ここで入力したテキストは、Cisco TMS に入ったときに各ユーザに表示されま
す。ユーザが 1 時間以上非アクティブであった後に Cisco TMS を使用し始める
と、テキストが再度表示されます。イネーブルにするには:      

 1. [はい( Yes) ]を選択します。

 2. [ログイン バナーの編集( Edit Login Banner) ]をクリックします。

 3. ユーザに表示するテキストを入力します。

 4. [ログイン バナー( Login Banner) ] ウィンドウの [保存( Save) ]をクリッ
クします。

 5. ページで [保存( Save) ]をクリックします。

ナビゲータ ツリーでシステム
を表示する( Show Systems In 
Navigator Tree)

[はい( Yes) ] に設定した場合、すべてのシステムを [ナビゲー
タ( Navigator) ]ツリー( [システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]
の左側のセクション) で表示できます。 

[いいえ( No) ] に設定すると、[ナビゲータ( Navigator) ]ツリーでフォルダだ
けを表示できます。 

フォルダを選択すると、システムを右側のセクションで表示できます。

ライセンスとオプション キー( Licenses and Option Keys)

このセクションの最初の部分には、使用中のライセンスの数と使用可能なライセンスの数が含まれます。

セクションの 2 番目の部分には、Cisco TMS に追加された現行オプション キーのリストが含まれます。

[オプション キーを追加( Add Option Key) ]をクリックして Cisco TMS にオプション キーを追加しま
す。

ネットワーク設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設
定( Network Settings) ]

セクションおよびフィール
ド

説明

ネットワークの一般設
定( General Network 
Settings)

 

Telnet/HTTP Connection 
Timeout (in seconds)

タイムアウトになる前に、システムの Telnet または HTTP サービスが応答するの
を Cisco TMS が待つ秒数。
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セクションおよびフィール
ド

説明

Telnet/HTTP のコマンドの
タイムアウト( 秒単
位) ( Telnet/HTTP Command 
Timeout (in seconds))

タイムアウトになる前に、システムが Telnet または HTTP コマンドに応答するの
を Cisco TMS が待つ秒数。

FTP タイムアウト( 秒単
位) ( FTP Timeout (in 
seconds))

FTP 接続( ソフトウェア アップロードなどのため) を開始しようとするときに、
タイムアウトになる前に Cisco TMS が応答を待つ秒数。

SNMP タイムアウト(
秒) ( SNMP Timeout (in 
seconds))

Cisco TMS が SNMP クエリーへの応答を待つ秒数。 

この値を 1 に設定できますが、システムから SNMP フィードバックを受け取るこ
とで問題が発生した場合に増加できます。

SNMP コミュニティ名( SNMP 
Community Name)

Cisco TMS が使用するデフォルト値は次のとおりです。

 n  パブリック( Public)

 n public

 n RVGET2

 n RVGK

カンマで区切ったリストで複数のコミュニティ名を入力します。

DNS を無視( Override 
DNS)

[はい( Yes) ]に設定すると、システムと通信するために、Cisco TMS は DNS 名で
はなく IP アドレスを使用します。

DNS タイムアウト( 秒単
位) ( FTP Timeout (in 
seconds))

タイムアウトになる前に Cisco TMS が DNS クエリーへの応答を待つ秒数。

システム追跡用デフォルト 
システム ID タイ
プ( Default System 
Identifier type to track 
systems)

Cisco TMS で、連絡先の管理対象システムに対し、IP アドレス、MAC アドレスま
たはホスト名を使用するかどうかを選択します。

ソフトウェア パッケージが
ダウンロードできる 
URL( URL where software 
packages can be 
downloaded)            

ファイアウォール/NAT の背後のシステムでソフトウェアのアップグレードを実行
する場合、どの URL を使用するかを指定します。エンドポイントでは、アップグ
レード先のソフトウェア パッケージをダウンロードするために、この URL にアク
セスします。

デフォルト ディレクトリ TMS/public/data/software を使用することを推奨しま
す。これは、Cisco TMS がパッケージのリストを取得する場所であるからです( [
システム( Systems) ] >[システムのアップグレード( System Upgrade) ] > [ソフ
トウェア マネージャ( Software Manager) ]) 。そうでない場合、指定した URL 
で検出されなかったリストにあるパッケージを使用してアップグレードをスケジ
ュールできることがあります。

注：このフィールドは、ソフトウェア バージョン TC 6.x 以降を実行するエンド
ポイントでは使用されず、代わりに、下にある [System のための高度[社内 LAN 
のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on 
Internal LAN) ]セクションで Cisco TMS に設定されたアドレスに、正しいパスが
自動的に付加されて使用されます。

イベント通知( Event 
Notifications)

 

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( Email 
Addresses to Receive 
System and Network 
Notifications)

イベント通知メッセージが作成されたとき、どの電子メール アドレスで電子メー
ルを受信するかを指定します。 

カンマで区切ったリストで複数のアドレスを入力します。
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SNMP トラップ ホストの IP 
アドレス( SNMP Trap host 
IP Address)

Cisco TMS ソフトウェア パッケージに含まれる MIB ファイルに含まれているイベ
ント通知メッセージが作成されると、ここに記載されている IP アドレス( カンマ
区切りのリスト) が SNMP トラップを Cisco TMS から受信します。

トラップの SNMP バージョ
ン( SNMP Version for 
Traps)

Cisco TMS がトラップ通知に使用する SNMP バージョン。

SNMPv2 のみがサポートされます。このフィールドは編集できません。

システムの自動検
出( Automatic System 
Discovery)

 

システムの自動検出モー
ド( Automatic System 
Discovery Mode)

Cisco TMS は、システムを自動的に検出および登録できます。これを行うには、シ
ステムが HTTP イベントまたは SNMP トラップを、Cisco TMS に送信できるように
設定する必要があります。 

この機能を有効にするには、[オン( On) ]を設定します。

[オフ( Off) ]に設定すると、システムはフォルダに追加されませんが、引き続き
自動検出されます。自動検出されたシステムは、[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) ]に移動すると表示でき、ここからフォルダに追加できます。 

システムが検出されるたびに、電子メール通知が、[システムおよびネットワーク
通知を受信するための電子メールアドレス( Email Addresses to Receive System 
and Network Notifications) ]で指定された電子メール アドレスに送信されま
す。

検出されたシステムのデフ
ォルトの構成テンプレー
ト( Default Configuration 
Template for Discovered 
Systems)

Cisco TMS が不明システムを検出したときに、デフォルト設定のテンプレートをシ
ステムに適用するために、これを設定できます。デフォルト: Discovered Systems 
Template は、システムが Cisco TMS によって検出されると、次の処理を行いま
す。

 n [検出されたシステム( Discovered Systems) ]フォルダにシステムを移動します

 n デフォルトの IP ゾーンを設定します

 n タイムゾーンを設定します。 

 n システムの電話帳を設定します

これを上書きするには、ドロップダウン メニューの別のテンプレートを選択しま
す。

検出されたシステムのデフ
ォルト フォルダ( Default 
Folder for Discovered 
Systems)

検出されたシステムは[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]のこの
フォルダに追加されます。

ファイアウォール/NAT の背
後のエンドポイント用の自
動ディスカバリ機能モー
ド(Automatic System 
Discovery Mode for 
Endpoints behind a 
Firewall/NAT)

{Cisco TMS は、ファイアウォール/NAT の背後のシステムを自動的に検出および登
録できます。これを行うには、Cisco TMS にフィードバックを送信するようにシス
テムを設定する必要があります。 

この機能を有効にするには [オン( On) ]に、または無効にするには [オ
フ( Off) ]に設定します。 システムが検出されるたびに、電子メール通知が、[シ
ステムおよびネットワーク通知を受信するための電子メールアドレス( Email 
Addresses to Receive System and Network Notifications) ]で指定された電子
メール アドレスに送信されます。

ファイアウォール/NAT の背
後で検出されたエンドポイ
ントのデフォルト テンプ
レート( Default Template 
for Discovered Endpoints 
behind a Firewall/NAT)

Cisco TMS がファイアウォール/NAT の背後の不明システムを検出したときに、デフ
ォルト設定のテンプレートをシステムに適用するように設定できます。デフォルト 
テンプレートは [検出されたシステム( Discovered Systems) ]フォルダにシステム
を移動し、デフォルトの電話帳をシステムに設定します。これを上書きするには、
ドロップダウン メニューの別のテンプレートを選択します。

Active Directory  
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Active Directory からの
ユーザ情報のルックアッ
プ( Lookup User 
Information from Active 
Directory)

Cisco TMS が Active Directory でユーザおよびグループ情報を検索する必要があ
ることを指定します。

GC サーバまたは AD フォレ
ストの DNS 名( GC server 
or AD forest DNS name)

GC( グローバル カタログ) サーバまたは AD フォレストの DNS 名を指定します。 

AD ルックアップ アカウン
ト - ユーザ名( AD Lookup 
Account - Username)

Cisco TMS が Active Directory に接続するために使用するユーザ名を指定しま
す。

AD ルックアップ アカウン
ト - ドメイン( AD Lookup 
Account - Domain)

Cisco TMS が Active Directory への接続に使用するドメインを指定します。

AD ルックアップ アカウン
ト - パスワード( AD 
Lookup Account - 
Password)

[AD ルックアップ アカウント - ユーザ名( AD Lookup Account - Username) ]フ
ィールドのユーザ名に対応するパスワード。

AD グループの許可( Allow 
AD Groups)

[はい( Yes) ] に設定すると、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ
設定( User Configuration) ] > [グループ( Groups) ] ページで Active 
Directory グループを Cisco TMS にインポートできます。 

AD の同期スケジュール( AD 
synchronization 
schedule)

ユーザおよびグループの Active Directory 同期が発生する曜日と時刻をスケジ
ュールします。 

Active Directory へのテス
ト接続( Test connection 
to Active Directory)

上記の設定を行った場合、[保存とテスト接続( Save and Test connection) ]をク
リックします。Active Directory への接続が成功すると、「Active Directory <AD 
名> への接続に成功しました( Successfully connected to Active Directory <AD 
name >) 」というメッセージが表示されます。

TMS サービス( TMS 
Services)

 

SNMP の機能のあるシステム
をスキャンし、アクセス不
可能な状況をすばやく検出
します( Scan SNMP Capable 
Systems to Allow Quick 
Discovery of 
Inaccessibility)

これが [オン( On) ] に設定されている場合は、Cisco TMS が定期的にポーリング
して、すべての SNMP 対応システムをアクセス可能であることを確認します。頻度
は次のフィールドに設定されます。

System Alive-Status Scan 
Interval (in seconds)

Cisco TMS が、SNMP 対応システムのアライブ ステータスをポーリングする頻度を
秒数で指定します。

システムをアクセス不能に
設定するまでの、SNMP 最大
応答数( Maximum Number of 
Missed SNMP Responses 
Before System Is Set to 
Inaccessible)

システムの接続ステータスが [SNMP からの応答がありません( No SNMP 
Response) ]に設定されるまでにシステムが応答に失敗できる、連続する SNMP 要
求の数を指定します。

この応答失敗数の後、Cisco TMS は HTTP 経由でシステムへの完全な接続を試みて
から、接続ステータスを [SNMP からの応答がありません( No SNMP Response) ]に
変更します。

注: SNMP が UDP プロトコルであるため、パケット配信は保証されません。パケッ
ト損失の多いネットワークでは、このフィールドはデフォルトの 2 より高く設定
してください。 
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システム強制更新間隔( 時
間単位) ( System Force 
Refresh Interval (in 
hours))

Cisco TMS が管理対象システムの設定で自身を更新する頻度を制御します。設定さ
れるパラメータは、Cisco TMS 内のシステムの各データベース スキャナ サービス 
スキャン間の最小時間( 時間単位) です。更新された設定が Cisco TMS データ
ベースに書き込まれます。

[管理ツール( Administrative tools) ] >[構成( Configuration) ] > [ネット
ワーク設定( Network settings) ] > [TMS サービス( TMS Services) ] >[システ
ム上の管理設定の強制( Enforce Management Settings on Systems) ]が [は
い( Yes) ]に設定されている場合、Cisco TMS は各管理対象システムに対して同時
に管理設定を強制します。

SNMP ブロードキャストの間
隔( 分単位) ( SNMP 
Broadcast Interval (in 
minutes))

連続的な SNMP スキャン間で Cisco TMS が待機する時間( 分) を指定しま
す。Cisco TMS は、ネットワーク上の新しいシステムを検出するために、指定され
たブロードキャスト/マルチキャスト アドレス宛ての SNMP 要求を送信します。ネ
ットワーク上のシステムからの応答に基づいて、すべての現行の管理対象システム
について、システムの状態および通話ステータス が更新されます。

SNMP ブロードキャスト/マ
ルチキャスト アドレ
ス( SNMP 
Broadcast/Multicast 
Address(es))

サブネットの IPv4 ブロードキャスト アドレス、または、TMS SNMP サービ
ス( TMSSnmpService) がスキャンしている IPv6 マルチキャスト アドレスを指定
します。 

デフォルトでは、SNMP サービスは、システムの全 IPv4 ネットワークをスキャン
し、IP アドレス「255.255.255.255」にブロードキャストを送信します。ブロード
キャストの範囲を狭くする場合は、この値を変更します。 

たとえば、「10.0.255.255」にアドレスを設定した場合、TMS SNMP サービス
が「10.0」のサブネットに接続されたシステムから応答を受信します。 

複数の範囲をスキャンするには、カンマで分離します。

システム上の管理設定の強
制( Enforce Management 
Settings on Systems)

イネーブルの場合、これは電話帳とフィードバックに使用するアドレス システム
を次の [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Internal LAN) ]セクションで設定された Cisco TMS 
サーバ アドレスに設定します。                   

これは、[管理ツール( Administrative tools) ]> [構成( Configuration) ] > [
ネットワーク設定( Network settings) ] > [TMS サービス( TMS Services) ] > [
システム強制更新間隔( 時間単位) ( System Force Refresh Interval (in 
hours)) ]で設定された頻度で実行されます。                         

システムの[サマータイム( Daylight Saving Time) ]および [タイム ゾー
ン( Time Zone) ]も修正されます。これは、[システム( System) ]> [ナビゲー
タ( Navigator) ] > [システムの選択( Select system) ] > [設定( Settings) ] 
タブ > [設定の編集( Edit Settings) ]ページの下部にある [強制管理設
定( Enforce Management Settings) ]をクリックするのと同じ結果になります。詳
細については、「ナビゲータ [p.78]を参照してください。

今すぐ適用( Enforce Now) このボタンをクリックすると、上記の管理設定を即時に強制適用します。

アドホック会議の検出を有
効にする( Enable Ad Hoc 
Conference Discovery)

[はい( yes) ]に設定すると、Cisco TMS は Cisco TMS に登録されたシステムのア
ドホックなコールを検出および監視し、それらを会議制御センターに表示できま
す。 

[MCU 限定( Only for MCUs) ] に設定すると、MCU 上のアドホックな会議だけが会
議制御センターに表示されます。大規模な展開の Cisco TMS の負荷を減らすに
は、これを [いいえ( No) ]または [MCU 限定( Only for MCUs) ]に設定します。
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Update System 
Connectivity for Systems

Cisco TMS が、システムの接続ステータスの変化( 例：[LAN で接続可
能( Reachable onLAN) ]、[ファイヤウォールの背後( BehindFirewall) ]) を検出
した場合に、このステータスを変更するかどうかを指定します。

 n [自動( Automatic) ]：Cisco TMSは、システムの接続ステータスを、検出したと
おりに変更します。

 n [手動( Manual) ]：Cisco TMSは、システムの接続ステータスを変更しません。

[手動( Manual) ]に設定すると、管理者は、[システム( Systems) ] > [ナビゲー
タ( Navigator) ]> システムを選択 > [接続( Connection) ]タブ>                             [システムの
接続性( System Connectivity) ]に移動して、システムの接続ステータスを自分で
変更する必要があります。

社内 LAN のシステムの詳細
ネットワーク設
定( Advanced Network 
Settings for Systems on 
Internal LAN)

 

TMS サーバ IPv4 アドレ
ス( TMS Server IPv4 
Address)

Cisco TMS サーバのローカル IPv4 アドレス。 

直接の管理対象システムでは、このアドレスが、Cisco TMS サーバと同じ LAN で 
IPv4 を使用する、DNS をサポートしないシステムのトラップ ホスト アドレス、
電話帳サーバ アドレス、外部マネージャ アドレスおよび外部サービス アドレス
として使用されます。 

TMSPE プロビジョニングシステムと Unified CM 登録システムでは、このアドレス
が「フィードバック 3」アドレスとして使用されます。

デフォルトでは、この値が、Cisco TMS サーバのローカル IPv4 アドレスに設定さ
れます。

TMS サーバ IPv6 アドレ
ス( TMS Server IPv6 
Address)

Cisco TMS サーバのローカル IPv6 アドレス。 

直接の管理対象システムでは、このアドレスが、Cisco TMS サーバと同じ LAN で 
IPv4 を使用する、DNS をサポートしないシステムのトラップ ホスト アドレス、
電話帳サーバ アドレス、外部マネージャ アドレスおよび外部サービス アドレス
として使用されます。 

TMSPE プロビジョニングシステムと Unified CM 登録システムでは、このアドレス
が「フィードバック 3」アドレスとして使用されます。

デフォルトでは、この値が、Cisco TMS サーバのローカル IPv6 アドレスに設定さ
れます。

TMS サーバの完全修飾ホス
ト名( TMS Server Fully 
Qualified Hostname)

Cisco TMS サーバの完全修飾ホスト名。 

直接の管理対象システムでは、このアドレスが、Cisco TMS サーバと同じ LAN で 
IPv4 を使用する、DNS をサポートしないシステムのトラップ ホスト アドレス、
電話帳サーバ アドレス、外部マネージャ アドレスおよび外部サービス アドレス
として使用されます。 

TMSPE プロビジョニングシステムと Unified CM 登録システムでは、このアドレス
が「フィードバック 3」アドレスとして使用されます。              

注：IPv4 と IPv6 の両方をネットワークで使用する場合、Cisco TMS のホスト名
は両方から到達可能である必要があります。

公共インターネット/ファイ
アウォール外のシステムの
詳細ネットワーク設
定( Advanced Network 
Settings for Systems on 
Public Internet/Behind 
Firewall)
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TMS サーバ アドレス( 完全
修飾ホスト名または IPv4 
アドレス) ( TMS Server 
Address (Fully Qualified 
Host Name or IPv4 
Address))

Cisco TMS サーバのパブリック アドレス。 

このアドレスは、リモート システムのトラップ ホスト アドレス、電話帳サーバ 
アドレス、外部マネージャ アドレスおよび外部サービス アドレスとして使用され
ます。 

このフィールドにリモート システムが到達可能なアドレスが含まれていることを
確認します。 

自動ソフトウェア更
新( Automatic Software 
Update)

 

更新の自動確
認( Automatically Check 
for Updates)

[はい( Yes) ]に設定すると、Cisco TMS はすべての登録済み Cisco システムで使
用可能な新しいアップデートがあるかどうか、2 日ごとに cisco.com を確認しま
す。 

その場合は、ソフトウェア キーおよび対応するリリース キーは [管理ツー
ル( Administrative Tools) ]> [一般設定( General Settings) ] > [ソフトウェ
ア FTP ディレクトリ( Software FTP Directory) ] で指定された場所にダウン
ロードされます( [TMS ツール( TMS Tools) ]で設定します) 。       

注:[更新の自動確認( Automatically Check for Updates) ] を [いいえ( No) ] 
に設定すると、[ログの生成( Generate log) ]、[ログのインポート( Import 
Log) ]、および [Excel のインポート( Import Excel) ]の各ボタンが[システムの
アップグレード( System Upgrade) ] ページで使用可能になり、システムのアップ
グレードに使用するソフトウェア キーとリリース キーのリストをインポートでき
るようになります。 詳細については、System Upgrade を参照してください。

サービス URL( Service 
URL)

これは、cisco.com のソフトウェア アップデート サービスの URL であるため、変
更しないでください。

Web プロキシのアドレ
ス( Web Proxy Address)

ネットワークにプロキシ サーバがある場合は、ここにアドレスを入力します。 

Web プロキシのユーザ
名( Web Proxy Username)

プロキシ サーバへの認証に使用する有効な Cisco TMS のユーザ名。

Web プロキシのパスワー
ド( Web Proxy Password)

プロキシ サーバへの認証に使用する有効な Cisco TMS のパスワード。

機密保護機能付き専用装置
通信( Secure-Only Device 
Communication)

 

機密保護機能付き専用装置
通信( Secure-Only Device 
Communication)

[オン( On) ]に設定すると、Cisco TMS は HTTPS を使用して、この機能をサポート
するシステムとだけ通信します。
[機密保護機能付き専用装置通信( Secure-Only Device Communication) ]が[オ
ン( On) ] に設定されていると、システムで HTTPS をイネーブルにする必要があ
ります。

証明書の妥当性を確
認( Validate 
Certificates)

このボックスがオンの場合、Cisco TMS に( 社内電話帳にアクセスするか、または
フィードバックを送信するために) 接続するすべてのシステムに信頼できる有効な
署名付き証明書があるか確認されます。

電子メール設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [電子メール設定( Email Settings) ]

フィールド 説明

電子メールの送信のイネーブル( Enable 
Sending of Email)

Cisco TMS でユーザに電子メールを送信できます。
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電子メールのコンテンツ タイプ( Email 
Content Type)

電子メールを次のように送信するかどうかを選択します。

 n プレーン テキスト

 n HTML

 n 両方( マルチパート)

送信元の電子メール アドレス( From 
Email Address)

Cisco TMS で電子メール通知を送信するときに使用する電子メール ア
ドレス。このアドレスは、受信者の電子メール クライアントの [送信
元( From) ]フィールドに表示されます。

SMTP サーバ( SMTP Server) SMTP( メール) サーバの IP アドレスまたはホスト名。 

デフォルト ポートは 25 ですが、サーバの IP アドレスの後に :<
ポート番号> を追加して変更できます。

SMTP サーバの認証用ユーザ名( 必要な
場合) ( SMTP Server Authentication 
Username (if needed))

認証が必要な場合、Cisco TMS で SMTP サーバへの接続に使用できる有
効なユーザ名が要求されます。

SMTP サーバの認証用パスワード( 必要
な場合) ( SMTP Server Authentication 
Password (if needed))

[ユーザ名( Username) ] フィールドに指定されたアカウントのパス
ワード。

アイコンのベース URL： HTML 電子メールで使用されるイメージの場所 

SIP プロトコル ハンドラ： SIP URI リンクを開くアプリケーションを特定する値

電子メール テンプレートの編集(Edit Email Templates)
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [電子メール テ
ンプレートの編集( Edit Email Templates) ]

Cisco TMS ですべての電子メール テンプレートのレイアウトおよびテキストを変更するには、このペー
ジを使用します。各テンプレートに編集できる HTML バージョンおよびプレーン テキストがあります。                            

[編集( Edit) ]セクションには、次のものが含まれています。

 n 次のタグを含む HTML または TXT 形式の電子メール テンプレートのレイアウト。

 n 各言語のタグのテキストを変更することもできるフレーズ ファイル。

電子メール テンプレートを編集する場合、可能なもの:

 n メッセージがどのように見えるかを確認には、[プレビュー( Preview) ]セクションで [更
新( Refresh) ]をクリックします。

 n 保存されていない変更を破棄するには、[変更を廃棄( Discard Changes) ]をクリックします。

 n 編集されたテンプレート/フレーズ ファイルをデフォルトにリセットするには、[デフォルトに戻
す( Revert to Default) ]をクリックします。

タグの説明

 n {…} 波括弧はフレーズ ファイルとテンプレートに追加できるフレーズ タグを示します。

 n <…> 山カッコは、テンプレートから移動または削除だけできるタグを示しています。このタイプの新し
いタグは作成できません。

注：電子メール内に山カッコなどの HTML 文字を表示する場合、HTML 文字エンコーディングを使用する
必要があります。例: > を表示したい場合は &gt;  を使用します。

これらは、予約の電子メール テンプレートで使用できるすべてのタグです。
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予約の Invite

セクションおよび値

タグ 説明

<FOREACH:API_ERROR> Cisco TMS Booking API( Cisco TMSBA) 経由で要求されたエラーを表示
します。

<VAL:API_ERROR> Cisco TMSBA が挿入できるエラー メッセージ。

<SECTION:MEETING_WEBCONF_ERROR> WebEx の予約時に生成されるエラーのプレースホルダ。

<VAL:MEETING_WEBCONF_ERROR> WebEx 会議エラーの参照。

<SECTION:MEETING_WEBCONF_WARNING> WebEx 会議警告の参照。

<VAL:MEETING_WEBCONF_WARNING> WebEx 会議警告の参照。

<FOREACH:API_WARNING> Cisco TMSBA 経由で要求される警告を表示します。

<VAL:API_WARNING> Cisco TMSBA が挿入できる警告メッセージ。

<SECTION:MAIL_HEADING_MCU_FAILOVER> 会議が、新しい MCU にフェールオーバーする必要があった場合は、新し
いダイヤルイン/ダイヤルアウトの詳細が、新しい MCU 用にここに表示
されます。

<SECTION:MUST_BE_APPROVED> 予約を作成する権限がユーザにない場合は、この権限を、管理者の承認
を求めて要求できます。

<FOREACH:API_INFO> Cisco TMSBA から追加された情報。

<VAL:API_INFO> Cisco TMSBA が挿入できる情報メッセージ。

<SECTION:RESERVATION_ONLY> 会議が予約のみの場合。

<SECTION:BOOKEDBYOWNER> 会議のオーナーの名前。

<VAL:OWNER> 会議を予約したユーザ。

<SECTION:BOOKEDONBEHALF> 代理のユーザによって会議が予約された場合。

<VAL:BOOKED_BY> 会議を予約したユーザ。

<SECTION:MEETING_TITLE> 会議にタイトルがある場合。

<VAL:MEETING_TITLE> 会議のタイトル。

<SECTION:RECURRENCE_ICON> 会議が繰り返し開催される場合は、アイコンを表示します。

<SECTION:RECURRENCE_INFO> 会議が繰り返し開催される場合は、繰り返しパターンを表示します。

<VAL:RECURRENCE_INFO> 繰り返しを表す判読可能な説明を表示します。

<VAL:MEETING_DATE_TIME> 会議の日時。

<VAL:MEETING_TIME_ZONE> 会議のタイム ゾーン。

<SECTION:MEETING_RECORDING> 会議に記録が含まれる場合。

<VAL:RECORDING_URL> 会議の [記録サーバ( Recording Server) ] ページに接続するための 
URL。これにより、会議の後に記録が表示されます。また、記録サーバで
機能を設定している場合は、ライブ ストリーミングが提供されます。

<SECTION:MEETING_MESSAGE> 会議のメッセージがある場合。

<VAL:MEETING_MESSAGE> [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ] > [会議情
報( Conference Information) ]で入力したメッセージ。

<SECTION:NO_MEETING_MESSAGE> 会議メッセージがない場合。

<SECTION:MEETING_WEBCONF_DETAILS> 会議に WebEx が含まれる場合。
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タグ 説明

<VAL:ATTENDANT_URL> 参加者( 主催者ではなく) として WebEx 会議に参加するための URL。

<SECTION:WEBCONF_PASSWORD> WebEx パスワードを表示する場合。

<VAL:WEBCONF_PASSWORD> WebEx パスワード。

<SECTION:WEBCONF_HIDDEN_PASSWORD> WebEx パスワードを表示しない場合。

<VAL:WEBCONF_ID> WebEx 会議番号。電子メール内のリンクをクリックしない場合は、この
番号を WebEx サイトで入力すると、会議を見つけることができます。

<SECTION:TELEPRESENCE> 会議に TelePresence が含まれる場合。

<SECTION:TP_ONLY_TITLE> TelePresence のみの会議である場合。

<SECTION:TP_COMBINED_TITLE> WebEx および TelePresence 会議である場合。

<SECTION:VIDEO_ADDRESS> 少なくとも 1 つのビデオ アドレスがある場合。

<SECTION:VIDEO_ADDRESS_TITLE> プロトコルが 1 つのみである場合。

<FOREACH:VIDEO_ADDRESS_PROTOCOL> 使用可能なプロトコルごとに繰り返されます。

<SECTION:PROTOCOL> 複数のプロトコルがある場合。

<VAL:PROTOCOL> 接続プロトコル：H.323、SIP、...。これは、ダイヤルイン番号ごとに繰
り返されます。

<FOREACH:ZONE> ビデオ アドレスで使用されている TMS ゾーンごとに繰り返されます。

<SECTION:ZONE> 複数のゾーンがある場合。

<VAL:ZONE> ダイヤルイン番号( 番号がダイヤルインする MCU/エンドポイントのゾー
ン) ごとに繰り返されます。

<FOREACH:VIDEO_ADDRESS> ビデオ アドレスごとに繰り返されます。

<VAL:VIDEO_ADDRESS> ダイヤルイン番号( その番号のアドレス) ごとに繰り返されます。

<SECTION:MEETING_CONFERENCEME> ConferenceMe がある場合。

<VAL:CONFERENCEME_URL> Cisco MCU の ConferenceMe での会議に接続するための URL。

<SECTION:MEETING_
CONFERENCESTREAMING>

Cisco MCU の会議ストリーミングの詳細。

<VAL:CONFERENCESTREAMING_URL> Cisco MCU の Web ベース ストリーミング クライアントを使用して会議
に接続するための URL。

<SECTION:MEETING_PASSWORD> 会議にパスワードがある場合。

<VAL:MEETING_PASSWORD> 会議パスワード。

<SECTION:LOCATIONS> テレプレゼンス エンドポイントがスケジュールされている場合。

<FOREACH:LOCATION> スケジュールされたテレプレゼンス エンドポイントごとに繰り返されま
す。

<VAL:LOCATION> テレプレゼンス エンドポイントが、会議に参加する場合の移動先の場所
として表示されます。Cisco TMS の管理対象システムと 4 つのダイヤル
インを含む会議の場合は、Cisco TMS の管理対象システムが場所となり
ます。

<SECTION:WEBEX_AUDIO> 会議に WebEx が含まれる場合。

<SECTION:WEBCONF_LOCAL_CALL_IN_
TOLL_NUMBER>

国に、有料の市内通話番号がある場合。

<VAL:WEBCONF_LOCAL_CALL_IN_TOLL_
NUMBER>

WebEx 会議の参照。
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タグ 説明

<SECTION:WEBCONF_LOCAL_CALL_IN_
TOLL_FREE_NUMBER>

国に、フリー ダイヤルの市内通話番号がある場合。

<VAL:WEBCONF_LOCAL_CALL_IN_TOLL_
FREE_NUMBER>

WebEx 会議の参照。

<VAL:WEBCONF_ID> WebEx 会議の参照。 

<SECTION:WEBCONF_GLOBAL_CALL_IN_
NUMBER_URL>

WebEx 会議に国際通話の URL がある場合。

<VAL:WEBCONF_GLOBAL_CALL_IN_NUMBER_
URL>

WebEx 会議の参照。

<SECTION:WEBCONF_TOLL_FREE_
RESTRICTIONS_LINK>

WebEx 会議の参照。 

<SECTION_WEBEX_HELP> 会議に WebEx が含まれる場合。

<SECTION:TMS_CONFERENCE_URL> Cisco TMS アドレスが設定されている場合。

<VAL:TMS_CONFERENCE_URL> Cisco TMS の会議詳細の URL。

<SECTION:MEETING_RECORDING_FOOTER> 会議に記録が含まれる場合。

<VAL:RECORDING_URL> 記録の URL。

<SECTION:WEBEX_NOTICE> WebEx 会議に含める必要のある免責事項。参加者が記録される場合があ
ることなどが記述されます。

<ADD:ICALENDAR_ATTACHMENT> Icalender の添付ファイルをメールに追加します。

レガシー セクションおよび値

次のレガシー セクションおよび値も引き続きサポートされています。

タグ 説明

<SECTION:MEETING_WARNING> 会議に WebEx エラーがある場合。

<VAL:MEETING_WARNING> 警告は常に「WebEx を予約できませんでした。」です。

<SECTION:MAIL_HEADING> MCU フェールオーバーがない場合。

<VAL:MEETING_ID> 会議 ID。

<SECTION:NUMERIC_ID> 会議に Cisco TelePresence MCU が含まれる場合。

<VAL:NUMERIC_ID> Cisco MCU での会議の数値 ID。

<VAL:MEETING_DATE> 日付の形式は、StartDate - EndDate です。

<VAL:MEETING_TIME> 時刻の形式は、StartTime - EndTime, TimeZone です。

<SECTION:MEETING_TYPE> 会議に種類がある場合：( 自動接続、One Button to Push、手動接続、
接続なし、予約) 。

<VAL:MEETING_TYPE> 会議の種類( 上記を参照) 。

<VAL:OWNERLASTNAME> 会議のオーナーの姓。

<VAL:OWNERFIRSTNAME> 会議のオーナーの名。

<VAL:OWNERUSERNAME> 会議のオーナーの Cisco TMS ユーザ名。

<SECTION:MEETING_VCMASTER> 会議にビデオ会議マスターがある場合。

<VAL:MEETING_VCMASTER> ビデオ会議マスター。

<SECTION:MEETING_REFERENCE> 会議に参照がある場合。
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<SECTION:REFERENCE_NAME> 参照名。

<VAL:REFERENCE_NAME> 予約中に参照が設定されていた場合の参照情報。

<SECTION:REFERENCE_CODE> 参照にコードが含まれている場合。

<VAL:REFERENCE_CODE> 予約中に参照が設定されていた場合の参照情報。

<SECTION:REFERENCE_COMMENT> 参照にコメントが含まれている場合。

<VAL:REFERENCE_COMMENT> 予約中に参照が設定されていた場合の参照情報。

<SECTION:REFERENCE_CONTACT> 参照に連絡先が含まれている場合。

<VAL:REFERENCE_CONTACT> 予約中に参照が設定されていた場合の参照情報。

<SECTION:NO_CONNECT> 会議の種類が「接続なし」の場合。

<FOREACH:PARTICIPANT> 参加者( 名前別でグループ化された) ごとに繰り返されます。

<VAL:PARTICIPANT_NAME> 参加者 = ビデオ システム、外部ダイヤルイン、電話帳エントリ、Cisco 
TMS に保存されている名前。

<SECTION:PARTICIPANT_NUMBERS> 参加者にダイヤル イン番号がある場合。

<VAL:PARTICIPANT_NUMBERS> 参加者のダイヤルイン番号。

<SECTION:PARTICIPANT_TIME> 外部ダイヤルイン/ダイヤルアウトなど、タイム ゾーンのない参加者も
いるため、セクション内。

<VAL:PARTICIPANT_TIME> このユーザの相対時間。このユーザのタイム ゾーンでの会議の時刻。

<SECTION:CALL_ROUTE> 会議にルートがある場合。

<SECTION:OBTP_ROUTE_DETAIL> 会議が One Button To Push である場合。

<FOREACH:PAIR> ルートのペア( グループ化された) ごとに繰り返されます。

<VAL:PAIR_FROMNAME> 電話をかけているエンドポイントの名前。

<SECTION:PAIR_MANUALCALL> One Button To Push 会議の場合で、参加者がサポートしていない場合。

<VAL:PAIR_TONAME> ダイヤルされているエンドポイントの名前。

<VAL:PAIR_CONNECTNUMBER> 「発信先」とつながるために「発信元」がダイヤルする電話番号。

<SECTION:MEETING_WEBCONF> 会議に WebEx がある場合にのみ含まれます。

<VAL:WEBCONF_TYPE> WebEx 会議の参照。

<VAL:WEBCONF_HOST_KEY> 主催者として会議を開始するために必要な WebEx ホスト キー。

<VAL:PRESENTER_URL> 主催者として会議に参加するための URL。

予約のキャンセル

セクションおよび値

タグ 説明

<SECTION:MEETING_TITLE> 会議にタイトルがある場合。

<VAL:MEETING_TITLE> 会議のタイトル。

<VAL:MEETING_DATE_TIME> 会議の日時。

<VAL:MEETING_TIME_ZONE> 会議のタイム ゾーン。

<VAL:OWNER> 会議のオーナー。
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レガシー セクションおよび値

タグ 説明

<VAL:MEETING_ID> 会議のタイトル。

<VAL:MEETING_DATE> 会議の日付。

<VAL:MEETING_TIME> 会議の開始時間と期間。

<VAL:OWNERLASTNAME> 会議のオーナーの姓。

<VAL:OWNERFIRSTNAME> 会議のオーナーの名。

<VAL:OWNERUSERNAME> 会議のオーナーのユーザ名。

<VAL:DELETED_BY_LASTNAME> lastname によって削除された会議。

<VAL:DELETED_BY_FIRSTNAME> firstname によって削除された会議。

<VAL:DELETED_BY_USERNAME> username によって削除された会議。

予約イベント

セクションおよび値

タグ 説明

<SECTION:ERROR> このメールは、Cisco TMS 予約 API( Cisco TMSBA) によって使用さ
れ、Cisco TMSBA が挿入した特定のメッセージを含む Cisco TMS 電子
メール テンプレート レイアウトをメールに提供します。これは、エ
ラー、警告、または情報が含まれる場合があります。

<VAL:MESSAGE> Cisco TMSBA によって指定されたメッセージ。

<SECTION:WARNING> Cisco TMSBA によって指定されたメッセージ。

<VAL:MESSAGE> Cisco TMSBA によって指定されたメッセージ。

<SECTION:INFO> Cisco TMSBA によって指定されたメッセージ。

<VAL:MESSAGE> Cisco TMSBA によって指定されたメッセージ。

<SECTION:MEETING_TITLE> 会議のタイトル。

<VAL:MEETING_TITLE> 会議のタイトル。

<VAL:MEETING_DATE_TIME> 会議の日付と開始時刻。

<VAL:MEETING_TIME_ZONE> 会議のタイム ゾーン。

<SECTION:HOST> 会議を予約したユーザ。

<VAL:HOST> 会議を予約したユーザ。

<SECTION:ADMINISTRATOR> Cisco TMS 連絡先担当者。これが Cisco TMS で設定されていない場合
は、含まれません。

<VAL:ADMINISTRATOR> Cisco TMS 連絡先担当者。これが Cisco TMS で設定されていない場合
は、含まれません。

<VAL:EMAIL> Cisco TMS 連絡先担当者の電子メール アドレス。

会議設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [会議設
定( Conference Settings) ]

このページで、Cisco TMS のすべてのスケジュール済み会議にデフォルトとして適用する設定を指定でき
ます。予約中に、個々の会議設定を変更できます。
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会議の表示オプション

フィールド 説明

アドホック予約のネットワーク製品の表
示( Show Network Products in Ad Hoc 
Booking)

ゲートウェイ、MCU および VCS などのインフラストラクチャ製
品をアドホック予約で表示するかどうかを指定します。

会議作成オプション

フィールド 説明

デフォルトの会議タイ
トル( Default 
Conference Title)

予約またはスケジュールされた会議すべてに使用されるデフォルトのタイトル。タイトル
は、予約/スケジューリング ウィザードでも編集できます。デフォルトでは、[スケジ
ュールされた会議( Scheduled Meeting) ] に設定されます。タイトルのタイムスタンプ
が必要な場合は、タイトルとともに %DATE% %TIME% を入力します。

スケジュールされた通
話期間のデフォルト(
分) ( Default 
Scheduled Call 
Duration (in 
minutes))

スケジュールされたコールに対してデフォルトの会議の期間を指定します。

デフォルトのイマーシ
ブ帯域幅( Default 
Immersive 
Bandwidth)

この帯域幅は、スケジュール済み会議( T3、T1、CTS、TX または TS のシステム) で 2 
人のイマーシブ参加者の間で使用されます。

これを使用してイマーシブ会議で複数のコーデックと画面に十分な帯域幅があることを
確認します。

同じ会議で他のシステム タイプは [デフォルトの帯域幅( Default Bandwidth) ]設定で
定義された帯域幅を使用します。

デフォルトの帯域
幅( Default 
Bandwidth)

スケジュールされた会議のデフォルト IP 帯域幅。予約中にこの帯域幅を調整することが
できます。

デフォルトの ISDN 帯
域幅( Default ISDN 
Bandwidth)

スケジュールされた会議のデフォルト ISDN 帯域幅。予約中にこの帯域幅を調整すること
ができます。

デフォルト画像モー
ド( Default Picture 
Mode)

スケジュールされた会議のデフォルトの画像モードを指定します。

 n 音声切り替え( Voice Switched)

 n 分割表示( Continuous Presence)

 n 拡張分割表示( Enhanced Continuous Presence)

この設定は、Cisco TelePresence MCU、Cisco TelePresence Server、および Cisco 
TelePresence Conductor には適用されません。

スケジュール済み通話
のデフォルト予約タイ
プ( Default 
Reservation Type for 
Scheduled Calls)

スケジュールされた会議のデフォルトの予約タイプを指定します。       

 n [自動接続( Automatic Connect) ]: 会議が自動的にルーティングされ、起動します。

 n [One Button to Push]: 会議はルーティングされ、サポートされているエンドポイン
トで「One Button to Push」を使用して起動する準備ができています。

 n [手動接続( Manual Connect) ]: 会議のルーティングが設定され、ビデオ会議のマス
ターは会議を起動する必要があります。

 n [接続なし( No Connect) ]: 会議のルーティングが設定され、参加者は自分自身を接
続する必要があります。

 n [予約( Reservation) ]: 会議室だけが予約されます。ルーティングは試行されませ
ん。
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フィールド 説明

デフォルトでは会議を
セキュアに設定しま
す( Set Conferences 
as Secure by 
Default)

スケジュールされた会議がデフォルトで暗号化対象として予約されるよう指定します。 

[はい( Yes) ] に設定した場合、予約中に個々の会議を暗号化しないように変更できま
す。

注：暗号化をサポートするエンドポイントが暗号化を [オフ( Off) ]に設定した状態
で、暗号化された会議に追加されると、暗号化は、そのエンドポイントで [オン( On) ]
に設定され、この設定は、エンドポイント自体で [オフ( Off) ]に設定されるまで会議
が終了した後で保持されます。

予約会議モードを延長
する( Extend 
Scheduled Meetings 
Mode)

 n [オフ( Off) ]：会議が自動的に延長されないようにします。

 n [エンドポイント プロンプト( EndpointPrompt) ]：VC のマスターに会議延長メッ
セージを会議終了時刻の 5 分前と 1 分前両方に表示します。 

 n [自動ベスト エフォート( Automatic BestEffort) ]： スケジュールされた会議で、
最大 16 回まで、15 分ずつ自動的に延長されるようにします。 会議の延長は、少な
くとも 1 人の参加者が接続したままの状態で、かつ次の 15 分以内に、いずれの参加
者または MCU にも競合する会議がない場合にのみ行われます。

新しい会議用自動生成
パスワード( Auto 
Generate Password on 
New Conferences)

スケジュールされたコールの会議パスワード /PIN を Cisco TMS で自動生成することを
指定します。

自動生成されたパス
ワードの長さ( Auto 
Generated Password 
Length)

会議のパスワード /PIN の自動生成時に Cisco TMS が使用する桁数を指定します。

スケジュールされた通
話の課金コー
ド( Billing Code for 
Scheduled Calls)

課金コードがスケジュールされたコールに必要かどうかを指定します。ここでのオプシ
ョンは次のとおりです。     

 n いいえ( No)

 n オプション( Optional)

 n [必須( Required) ]: ユーザは、有効な課金コードを入力せずにコールをスケジュー
ルすることはできません。[管理ツール( Administrative Tools) ] > [課金コー
ド( Billing Codes) ] を参照してください。

課金コードの選択ポッ
プアップを有効にす
る( Enable Billing 
Code Selection 
Popup)

 n [はい( Yes) ]: [予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ] > [詳細設
定( Advanced Settings) ]の [課金コード( Billing Code) ]フィールドの横にボタン
が表示されます。ボタンをクリックすると、課金コードの選択ポップアップが開きま
す。

 n [いいえ( No) ]: ボタンは表示されません。

Booking Window (in 
days)

ユーザが会議をスケジュールすることを許可される将来の最大日数を指定します。

デフォルトの設定バッ
ファ( 分単
位) ( Default Setup 
Buffer (in 
minutes))

会議がセット アップされてから、スケジュールされた開始時刻までの時間数と、スケジ
ュールされた終了時間後に会議を実行し続ける時間数を指定します。

ゼロから望ましい値にデフォルトのバッファ設定を変更します。

 注意：Smart Scheduler、Cisco TMSXE、または、Cisco TelePresence Management 
Suite Extension Booking API を使用する他のアプリケーションを使用する場合は、セ
ットアップおよびティア ダウン バッファを有効にしないでください。これは、これら
のバッファが API でサポートされないためです。

デフォルトのティアダ
ウン バッファ( 分単
位) ( Default Tear 
Down Buffer (in 
minutes))
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会議接続/切断オプシ
ョン( Conference 
Connection/Ending 
Options)

 

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)

コールが最初に失敗した場合、Cisco TMS が接続を試行し続ける回数。 

割り当て試行回数( Cisco TMS がブリッジでコールを割り当てようとする回数) も、こ
こに設定された数値に従います。

スケジュールされた通
話に対する接続タイム
アウト( Connection 
Timeout for 
Scheduled Calls)

正常な接続を待機する秒数。システムがこの時間内に接続できない場合、コールは切断さ
れ、[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) ]に設定された回数を再試行します。

設定バッファ時の参加
者接続状
態( Participant 
Connection State 
During Setup 
Buffer)

開始する前に、どの参加者が会議に自動的に接続するかを指定します。 

代替は:              

 n バッファ時に参加者に接続しない( Connect no participants during buffer)

 n バッファ時にすべての録音されていない参加者に接続( Connect all non-recording 
participants during buffer)

 n バッファ時にすべての参加者に接続( Connect all participants during buffer)

会議延長のための連絡
先( Contact 
Information to 
Extend Meetings)

Cisco TMS は、会議の終了時刻の 5 ～ 1 分前に互換システムに [会議の延長( To 
Extend Meeting) ]メッセージを表示します。 

このフィールドで会議延長メッセージの後のものをカスタマイズすることができます。
連絡先担当者の電話番号または名前などの連絡先情報を入力できます。

会議スケジュールの延
長の競合に関する問い
合わせ情報を提
供( Supply Contact 
Information on 
Extend Meeting 
Scheduling 
Conflict)

会議の延長が予約の競合で不可能な場合に参加者に連絡先情報を確認する場合は、[は
い( Yes) ] を選択します。

メッセージタイムアウ
ト( Message 
Timeout)

メッセージがエンドポイントで表示されるデフォルトの時間( 秒数) 。

終了 X 分前のメッ
セージ表示( Show 
Message X Minutes 
Before End)

会議の終了の何分前に切断に関する警告を表示するかを指定します。 

このメッセージは、カンマで分を分割して複数回示すことができます。たとえば、1,5 
は会議が終了するまでに 1 分前と 5 分前にメッセージを表示します。

( 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)

イネーブルの場合、Cisco TMS はスケジュールされたコールが会議の終了時間よりも前
に切断されるときは、Cisco システム上に再接続メッセージを表示します。 

メッセージは、Cisco TMS が通話の切断を検出した 10 秒後に表示されます。ただし、
通話が Cisco TMS によって切断されたものでない場合に限ります。

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)

イネーブルの場合、リモート参加者は会議の終了について警告する内部ビデオを受信し
ます。 

警告は会議終了時間の 10、5、および 1 分前に表示されます。 
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フィールド 説明

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)

イネーブルの場合、会議参加者はエンドポイントで会議開始時刻前の 5 分と 1 分の事前
定義された間隔で、会議が開始されるという通知を受けます。 

エンドポイントメッ
セージの匿名
化( Endpoint message 
anonymization)

任意でメッセージの管理者の Username/ID を非表示にします。     

 n [なし( None) ]:Username/ID がパブリッシュされます。

 n [会議終了メッセージ( End conference messages) ]:会議終了メッセージの管理者の 
Username/ID は隠されます。

 n [すべてのメッセージ( All messages) ]:管理者の Username/ID は送信されたすべて
のメッセージでは非表示です。

詳細会議オプショ
ン( Advanced 
Conference Options)

 

ルーティングでの外部 
MCU の使用( External 
MCU Usage in 
Routing)

会議を予約する際、Cisco TMS は外部 MCU を使用するかどうかを指定します。              

 n [必要な場合のみ( Only if needed) ]: 可能であればエンドポイントの内蔵 MCU を開
きます。

 n [常時( ポイントツーポイントを除く) ( Always, except point to point) ]: ポイン
トツーポイント コールを除き、外部 MCU を常に使用します。

 n [常時( Always) ]: ポイントツーポイント コールを含め、外部 MCU を常に使用しま
す。

ルーティングでの優先 
MCU タイ
プ( Preferred MCU 
Type in Routing)

会議作成時に、どの MCU タイプを Cisco TMS がデフォルトで選択するかを定義しま
す。

イマーシブ TelePresence 会議を予約すると、Cisco TelePresence Server は、ここで
の設定に関係なく、Cisco TMS により常に優先されます( 十分なリソースが使用可能な
場合) 。

通話のルーティング時
にフラットな H.323 
ダイヤル計画を使用す
る( Use Flat H.323 
Dialing Plan When 
Routing Calls)

フラットな H.323 ダイヤル プラン オプションはコール ルーティング ロジックを確認
するゲートキーパーのネイバーをディセーブルにするために使用します。  

[オン( On) ]：どのゲートキーパーにデバイスが登録されているかに関係なく、すべて
のエイリアスにプレフィックスなしでダイヤルできる「フラット」ダイヤル プランを想
定するように Cisco TMS を設定します。[オン( On) ] に設定すると、コール ルーティ
ングでは、ゲートキーパーの比較は行われません。これは、Cisco TMS がゲートキー
パーを管理していないためにネイバー チェックを実行できない場合、またはゲートキー
パーが互いに直接ネイバー実行できない場合に役立ちます( 階層型またはマルチレッグ
のパス) 。 

ゲートキーパーから読み込まれる隣接のゾーン プレフィックスは、コール ルーティン
グでこのオプションが [オン( On) ] に設定されている場合に使用されません。

[オフ( Off) ]: Cisco TMS は、コールの参加者が同じゲートキーパーに登録、または
ゲートキーパーが直接ネイバーであるかどうかを調べることで、ゲートキーパーが互換
性があるかどうか判断します。Cisco TMS は、エイリアスがゲートキーパー間で到達で
きるかどうかを判別し、ゲートキーパーの設定により、必要に応じて隣接のゾーンの 
E.164 ダイヤル プレフィックスを挿入します。Cisco TMS がこのネイバー チェックに
失敗した場合、H.323 エイリアスでコールを確立できないと見なされ、エイリアス オプ
ションは有効なコール ルートとして指定されません。

E.164 エイリアスより
も H.323 ID を優先す
る( Prefer H.323 ID 
over E.164 Alias)  

 n [はい( Yes) ]: H.323 ID は H.323 コールをルーティングするときに E.164 エイリ
アスよりも推奨されます。

 n [いいえ( No) ]: E.164 エイリアスは H.323 コールをルーティングするときに H.323 
ID よりも推奨されます。
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アドホック会議がこの
時間を超えたときに警
告を送信する( 時
間) ( Send Warning 
When Ad Hoc 
Conferences Exceed 
This Duration (in 
hours))

会議イベントは、アドホック会議の期間が設定時間の制限( 時間単位) を超えている場
合、会議制御センターでトリガーされます。0 でディセーブルに設定します( イベントは
トリガーされません) 。

自動アテンダント会議
がこの時間を超えたと
きに警告を送信する(
秒) ( Send Warning 
When Auto Attendant 
Conferences Exceed 
This Duration (in 
seconds))

会議イベントは、MCU 自動受付会議の期間が設定時間の制限( 時間単位) を超えている場
合、会議制御センターでトリガーされます。0 でディセーブルに設定します( イベントは
トリガーされません) 。

自動 MCU フェール
オーバー( Automatic 
MCU Failover)

 n [オフ( Off) ]：Cisco TMS は自動 MCU フェールオーバーを開始しません。

 n [会議の開始に失敗した場合( If conference start fails) ]：Cisco TMS は、会議設
定が会議の開始時に失敗した場合、自動的に別の MCU を試みます。 

 n [会議が開始するか MCU ポーリングに失敗した場合( If conference start or MCU 
polling fails) ]：Cisco TMS は、会議設定が会議の開始時に失敗したか、または 
MCU が会議中に応答しない場合は、自動的に別の MCU を試みます。フェールーバーの
しきい値については、次のフィールドを参照してください。ホスティング MCU へのネ
ットワーク接続が短い間失われると、Cisco TMS は会議が問題なく続行されていて
も、会議からすべての参加者を切断する場合があるため、この設定を使用することは
推奨しません。この設定は、TelePresence Conductor によって開かれる会議では無視
されます。

注: 自動 MCU フェールオーバーはスケジュールされた、非カスケードされた MCU 会議
に対してのみサポートされます。

自動 MCU フェール
オーバーのしきい値(
最初のポールに失敗し
た後の秒
数) ( Automatic MCU 
Failover Threshold 
(seconds after first 
poll failure))

最初のポーリング障害の後、MCU フェールオーバーが実行されるまでに Cisco TMS が待
つ秒数を指定します。                                

WebEx 設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [WebEx 設
定( WebEx Settings) ]

ここで、WebEx サイトを設定します。

WebEx サイトおよびユーザ クレデンシャル

各ユーザがテレプレゼンス会議で WebEx を使用できるようにするには、WebEx サイト、WebEx ユーザ
名、および WebEx パスワードを Cisco TMS に入力する必要があります。 

この情報を入力する方法は、二通りあります。

 n シングル サイン オンを使用する。

 n 情報を手動で入力する。
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シングル サイン オンを使用する

Cisco TMS 管理者は、WebEx ユーザ名を Active Directory からインポートするか、ユーザのために手
動で入力することができます。 シングル サイン オンの使用時は、WebEx パスワードは不要です。 

シングル サイン オンを有効にするには、「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」を参照してく
ださい。

シングル サイン オンを使用しない

SSO を使用しない場合は、各ユーザが、この情報を手動で入力する必要があります。 個人情報ページに
移動し、Cisco TMS の左下隅にあるリンクをクリックして、以下を入力します。

 n [WebEx サイト( WebEx site) ]。

 n  [WebEx ユーザ名( WebEx Username) ]。

 n [WebEx パスワード( WebEx Password) ]。

WebEx の設定

フィールド 説明

WebEx を有効にす
る( Enable NTP)

[はい( Yes) ]：会議をWebEx で予約できます。

[いいえ( No) ]：会議にWebEx を含めることはできません。

すべての会議に WebEx 会
議を追加します( Add 
WebEx to All 
Conferences)

[はい( Yes) ]：すべての会議をWebEx で予約できます。予約ページでは、[WebEx 
会議を含める( Include WebEx Conference) ] チェックボックスがデフォルトでチ
ェックされ、クリアできません。

[いいえ( No) ]：このチェックボックスがデフォルトでクリアされます。

Active Directory から 
WebEx ユーザ名を取
得( Get WebEx Username 
from Active Directory)

このフィールドを選択する前に AD ルックアップを有効にしてください。AD ルック
アップを有効にするには、「Active Directory 参照のイネーブル化 [p.36]」を参
照してください。WebEx ユーザ名の検索に使用される AD 属性は、WebEx 内のユー
ザ名に対応している必要があります。

[無効( Disabled) ]：ユーザ名の検索が無効になります。

ユーザ名( SamAccountName) ( Username (SamAccountName))

電子メール( mail) ( Email (mail))

[カスタム属性( CustomAttribute) ]：WebEx ユーザ名が AD の別の属性に一致する
場合は、ここに属性の名前を入力します。

WebEx サイト

カラム 説明

サイト名( Site 
Name)

WebEx サイトの名前が表示されます。

ホスト
名( Hostname)

上記の WebEx サイトのホスト サーバの名前が表示されます。

デフォルト サ
イト( Default 
Site)

緑色のチェック マークで、これがデフォルト WebEx サイトかどうかを示します。 

デフォルト サイトが自動的に、 new Cisco TMS ユーザに対して有効になります。ただ
し、[Active Directory から WebEx ユーザ名を取得( Get WebEx Username from Active 
Directory) ]オプションが有効の場合に限ります。

WebEx サイトの設定

[WebEx 設定( WebEx Settings) ]ページで [サイトの追加( Add Site) ]ボタンをクリックすると、こ
のページが表示されます。
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サイト URL( Site 
URL)

サイト URL。 これは、ホスト名とサイト名の組み合わせです。 

例：  https://hostname.webex.com/sitename。

ホスト
名( Hostname)

上記の WebEx サイトのホスト サーバの名前。

サイト名( Site 
Name)

WebEx サイトの名前。 

WebEx 参加者帯域
幅( WebEx 
Participant 
Bandwidth)

このフィールドを使用して、WebEx 参加者の使用可能な帯域幅を指定します。 

値を指定するには、MCU    マニュアルを参照してください。

デフォルト サイ
ト( Default 
Site)

デフォルト サイトが自動的に、 new Cisco TMS ユーザに対して有効になります。ただ
し、[Active Directory から WebEx ユーザ名を取得( Get WebEx Username from Active 
Directory) ]オプションが有効の場合に限ります。

TSP Audio [はい( Yes) ]：PSTN( 公衆電話交換網) を使用するようにWebEx サイトを設定している場
合は、[はい( Yes) ]に設定します。 PSTN では、会議中に音声用の追加ポートを会議で使
用できます。 ( TSP：テレフォニー サービス プロバイダー) 。

これを [はい( Yes) ]に設定すると、使用されている音声回線は暗号化されません。 

[いいえ( No) ]：ビデオとオーディオの両方にSIP が使用されます。

Web プロキシを使
用する( Use Web 
Proxy)

はい：ネットワークがイントラネット外へのアクセスにWeb プロキシを使用する場合は、[
はい( Yes) ]に設定します。

[はい( Yes) ]を選択すると、次の 3 つのフィールドを含む [Web プロキシ設定( Web 
Proxy Configuration) ]が表示されます。 

 n Web プロキシのアドレス( Web ProxyAddress)                                  
ここで、Web プロキシ アドレスは必須です。

 n Web プロキシのユーザ名( WebProxy Username)                              

 n Web プロキシのパスワード( WebProxy Password)                              

[いいえ( No) ]：プロキシを使用せずにWebEx に到達できます。

SSO の有効
化( Enable SSO)

シングル サイン オンを有効にするには、「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」
を参照してください。

[はい( Yes) ]：ネットワークがSSO を使用する場合は、[はい( Yes) ]に設定します。

[いいえ( No) ]：ネットワークは SSO を使用しません。

接続状
況( Connection 
Status)

このフィールドには、Cisco TMS と WebEx サイトの間の接続の状態が表示されます。 

SSO の設定

フィールド 説明

証明書( Certificate) このフィールドには、シングル サイン オン中に Cisco TMS と WebEx の間でのデータ
の安全な送信を保証する証明書が表示されます。 

この証明書は、Cisco TMS と WebEx の間で信頼関係をセット アップするため
に、WebEx 管理者に送信する必要があります。

証明書のアップロー
ド( Upload 
Certificate)

参照して、証明書をアップロードします。 

証明書を作成するには、「WebEx シングル サイン オンの設定 [p.32]」を参照してく
ださい。
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証明書パスワー
ド( Certificate 
Password)

WebEx から提供されるパスワード。

パートナー名( Partner 
Name)

この値は、WebEx チームが決定または承認する必要があります。これは、すべての 
WebEx ユーザで一意の値である必要があるためです。通常は、WebEx Enabled 
TelePresence を導入している企業の名前です。

WebEx から提供される値。

パートナー発行元( IdP 
ID) ( Partner Issuer 
(IdP ID))

これは、アイデンティティ プロバイダーです。アイデンティティ プロバイダーは 
Cisco TMS であるため、この値は通常、Cisco TMS 管理者によって決定されます。

WebEx から提供される値。

SAML 発行元( SP 
ID) ( SAML Issuer (SP 
ID))

これは、サービス プロバイダーです。サービス プロバイダーは WebEx であるため、
この値は通常、WebEx によって決定されます。

WebEx から提供される値。

AuthContextClassRef これは、認証コンテキストです。IdP は、X509 証明書、スマート カード、IWA、ユー
ザ名/パスワードなど、異なるコンテキストのユーザを認証します。 

WebEx から提供される値。

統計設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [統計設
定( Statistics Settings) ]

このページで、レポート [p.216] にある統計に使用する一般的な設定を定義します。

フィールド 説明

統計履歴( 日) ( Statistics History (in 
days))

統計情報に使用するデフォルトの日付範囲を設定します。最後の
統計履歴日数のデータのみがデフォルトで示されます。

統計レポートを無効にする( Disable 
Statistics Report)

[はい( Yes) ] に設定すると、統計を PDF にエクスポートでき
る [レポート( Reporting) ]タブがディセーブルになります。こ
れは、レポート内のページを高速化します。

投資回収率統計の平均システムコス
ト( Statistics ROI Average System Cost)

投資回収率( Return on Investment)  [p.230] のカルキュレー
タで使用するビデオ システムの平均投資コスト。

投資回収率統計の平均旅費( Statistics ROI 
Average Travelling Cost)

出張の平均コスト。

統計 ROI/CO
2
 内のエンドポイントごとの平均

参加者数( Statistics ROI/CO2 Average 
Number of Participants per Endpoint)

各エンドポイントでビデオ会議に参加している参加者の平均数。

統計 ROI/CO
2
 内の最小通話期間( Statistics 

ROI/CO2 Minimum Call Duration)
ROI 統計情報で使用されるコールの最小期間を秒単位で選択しま
す。この制限以下のすべてのコールが ROI 統計情報によって無
視されます。

1 人当たりの旅行の CO
2
 削減量の統計( Kg 

CO
2
) ( Statistics CO2 Cost Per Travel Per 

person (kg CO2))

出張の平均 CO
2
 コスト。

統計のデフォルト開始時刻( Statistics 
Default Start Time)

統計情報のデフォルトの開始時刻。

統計のデフォルトの終了時刻( Statistics 
Default End Time)

統計情報のデフォルトの終了時刻。
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プロビジョニングの拡張機能の設定
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [プロビジョニン
グの拡張機能の設定( Provisioning Extension Settings) ]

このページは、Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension がシステムにイン
ストールされてアクティブにされた場合にのみ Cisco TMS で使用可能です。詳細については、『Cisco 
TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照してくださ
い。

ボタン 説明

保存( Save) セクション内の設定の変更内容を保存します。

キャンセル( Cancel) セクション内の設定に保存されていない変更をキャンセルします。

デフォルトに戻す( Restore Default) デフォルトのセクションのすべての設定を復元します。

アカウント情報の電子メール

フィールド 説明

送信者アドレス( Sender 
Address)

ユーザがプロビジョニングのアカウントの電子メール メッセージを受信する
電子メール アドレス。

件名( Subject) プロビジョニングのアカウント情報の電子メールの件名がユーザに送信されま
す。

本文( Body) メッセージ本文のテンプレート。次のプレースホルダはサポートされます。

 n {display_name}: 受信者の表示名

 n {username} : プロビジョニングのユーザ名

 n {password}: プロビジョニング パスワード

 n {video_address}: 受信者の SIP URI

SMTP ホスト名( SMTP Hostname) SMTP サーバのホスト名です。

SMTP ポート( SMTP Port) SMTP サーバで使用するポート。

SMTP ユーザ名( SMTP Username) SMTP サーバのユーザ名。

SMTP パスワード( SMTP 
Password)

SMTP サーバのパスワード。

ユーザのインポート時に自動送
信( Send Automatically on User 
Import)

Active Directory からのインポート時に新しいユーザにアカウント情報を自
動的に電子メールで送信するかどうかを指定します。デフォルト設定は [いい
え( No) ]です。

ユーザ リポジトリ

フィールド 説明

パスワードの生成を有効にする( Enable Password 
Generation)

[はい( Yes) ] に設定すると、新しいパスワードが自動的
に生成されます。

パスワードの長さ( Password Length) 生成されるパスワードの文字数。

パスワード生成方式( Password Generation 
Scheme)

パスワードは次のいずれかとして生成できます。

 n 数字( Numeric)

 n 英数字( Alphanumeric)
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FindMe

フィールド 説明

FindMe の有効
化( Enable 
FindMe)

[はい( Yes) ] に設定すると、FindMe 機能がイネーブルになります。これには、Cisco VCS に 
FindMe オプション キーをインストールする必要があることに注意してください。

プロビジョニン
グされたデバイ
ス( Provisioned 
Devices)

プロビジョニングされたときにデバイスが FindMe に自動的に追加されるかどうかを指定しま
す。

 n [ユーザのデバイス リストに追加( Add to user's device list) ]: デバイスは最初にプロ
ビジョニングされる場合、ユーザの FindMe デバイス リストに追加されます。

 n [ユーザのアクティブな場所のデフォルトのデバイスとしてセット( Set as default device 
for user's active location) ]: デバイスが最初にプロビジョニングされる場合、ユーザの
アクティブな FindMe ロケーションにデフォルト デバイス( FindMe ユーザ ポータルの「最
初の呼び出し」) として追加されます。また、ユーザのデバイス リストに追加されます。

 n [含めない( Do not include) ]: プロビジョニングされるとき、デバイスは FindMe に自動
的に追加されません。

Cisco TMS 接続

フィールド 説明

HTTPS Cisco TMS とセキュア通信を行うには、[はい( Yes) ]に設定します。

接続タイムアウ
ト( Connection 
Timeout)

Cisco TMS に接続する場合のタイムアウト( 秒) 。

受信タイムアウ
ト( Receive 
Timeout)

秒単位での Cisco TMS の受信タイムアウト。

ホスト名( Hostname) Cisco TMS サーバのホスト名。このフィールドを編集する必要があるのは、ホスト名が
以前に、誤って localhost 以外の名前に設定されていた場合のみです。

ユーザ名( Username) Cisco TMS のサイト管理者グループのメンバーであるアカウントのユーザ名。

パスワー
ド( Password)

上のアカウントのパスワード。

LDAP 接続 

フィールド 説明

リファーラルに従う( Follow Referrals) 自動的にネーミング リファーラルに従うには [はい( Yes) ] に
セットします。

LDAP 接続のタイムアウト( LDAP Connection 
Timeout)

LDAP サーバに接続する場合のミリ秒単位のタイムアウト。

Active Directory 接続 

フィールド 説明

接続タイムアウ
ト( Connection 
Timeout)

Active Directory に接続する場合のミリ秒単位のタイムアウト。
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フィールド 説明

フィルタ テンプレー
ト( Filter 
Template)

Active Directory からユーザをインポートするためのフィルタ テンプレートを定義しま
す。グループごとに定義できる検索フィルタのプレースホルダとして %s を付けます。

リファーラルに従
う( Follow 
Referrals)

自動的にネーミング リファーラルに従うには [はい( Yes) ] にセットします。

チケット エラー レベルの管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [チケット エラー 
レベルの管理( Manage Ticket Error Levels) ]

Cisco TMS のエラーの重要度を反映するようにチケットのエラー レベルを変更します。

注：エラー レベルは、Cisco TMS のすべてのユーザに共通です。ユーザごとに定義することはできませ
ん。

エラー レベルを変更すると、Cisco TMS とチケット サービスでのチケットの表示方法にも影響します。
チケット タイプを [エラーではありません( Notan error) ] に設定すると、                       Cisco TMS は、このチ
ケットを表示しません。

特定のタイプのすべてのシステムではなく、指定システムのチケットだけを Cisco TMS で表示する場合
は、代わりにチケット フィルタを使用できます。詳細については、「チケット サービス [p.124]」を参
照してください。

チケットのエラーの説明

チケット エラー 説明

ISDN コール帯域幅が受
け入れられな
い( Accepts ISDN 
Calls but no 
Bandwidth)

システムは、ISDN コールまたは通話を受け付けるように設定されますが、使用可能な 
ISDN 帯域幅がありません。

アクティブなゲート
キーパーのアドレスが
ブランク( Active 
Gatekeeper Address 
Blank)

ゲートキーパーの設定が正しく設定されていません。アクティブなゲートキーパーのア
ドレスは空白です。

プロビジョニングのた
めのアプローチの制限
は認可しま
す( Approaching Limit 
for Provisioning 
Licenses)

このチケットは Cisco TMSPE に適用されます。

( ライセンスの合計数( またはゼロ) のうち) 使用可能なプロビジョニング ライセン
スだけが残っています( またはゼロ) 。これ以上のライセンスがない場合、追加のクラ
イアントまたはデバイスが登録を拒否されます。このチケットが自動的にクリアされ
ず、確認または削除する必要があることに注意してください。

自動応答オフ( Auto 
Answer Off)

自動応答は、システムでオフにスイッチされます。これは、Cisco TMS が、このシステ
ムの着信コールを自動接続できないことを意味します。

帯域幅エ
ラー( Bandwidth 
error)

帯域幅はシステムで定義されていません

ブランク システム
名( Blank System 
Name)

システム名は空白です。
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証明書の検証エ
ラー( Certificate 
validation Error)

システムの証明書にエラーがあります。

CTS Native Interop 
Call Routing はイネー
ブルですが、組織トッ
プ レベル ドメインが
設定されていない( CTS 
Native Interop Call 
Routing is Enabled 
but Organization Top 
Level Domain is Not 
Set)

Cisco CTS Native Interop Call Routing が Cisco TMS でイネーブルで、組織トップ 
レベル ドメインが Unified CM で設定されていない場合は、Cisco TMS が、Unified CM 
によって管理するシステムに関連するコールに関するフィードバックをスケジュールま
たは受信できない場合があります。

デフォルトのエイリア
スは固定されていま
す( Default Alias Is 
Fixed)

可変部分がない Cisco TelePresence Conductor エイリアスを設定しました。これは一
度に 1 つの会議だけを予約できることを意味します。

E.164 エイリアスまた
は H.323 ID、IP の帯
域幅不足( E.164 Alias 
or H.323 ID, but no 
IP Bandwidth)

E.164 エイリアスまたは H.323 ID はシステムで指定されますが、システムの IP 帯域
幅なしで設定されます。

E.164 エイリアス、IP 
の帯域幅不足( E.164 
Alias, but no IP 
Bandwidth)

E.164 番号がシステムで指定されますが、システムは IP 帯域幅なしで設定されます。

FTP 設定エラー( FTP 
Configuration Error)

Cisco TMS とシステムの間に FTP 通信の問題があります。

ゲートキーパーの設定
エラー( Gatekeeper 
Configuration Error)

ゲートキーパーの設定が正しく設定されていません。

ディセーブルにされた
ゲートキーパーの登録 
ID( Gatekeeper Id 
Registration 
Disabled)

ゲートキーパーの ID 登録がディセーブルになっています。

ゲートキーパー モード 
オフ( Gatekeeper Mode 
Off)

システムのゲートキーパー モードがオフです。このシステムにダイヤルするに
は、E.164 エイリアスを使用することはできません。

ゲートキーパー登録の
失敗( Gatekeeper 
Registration 
Failure)

システムは、ゲートキーパーに登録できませんでした。

ゲートキーパー登録の
問題( Gatekeeper 
Registration 
Problem)

有効なサービス プレフィックスは設定されていません。

ホスト名の不一
致( Hostname 
Mismatch)

Cisco TMS でのシステムのホスト名が、システム自体のホスト名と一致しません。

HTTP エラー( HTTP 
Error)

Cisco TMS とシステムの間に HTTP 通信の問題があります。

HTTPS 接続エ
ラー( HTTPS 
Connection Error)

Cisco TMS が HTTPS を使用してシステムへ接続できませんでした。
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不正な認証情
報( Incorrect 
Authentication 
Information)

Cisco TMS に保存されたこのシステムの認証情報は正しくありません。

正しくない管理アドレ
ス( Incorrect 
Management Address)

システムの管理アドレスが正しく設定されていません。コール状態およびレポートが不
正確になる可能性があります。

不正なプロビジョニン
グ モード( Incorrect 
Provisioning Mode)

Cisco TMSの               [システム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] > [システムの選
択( Select system) ] > [設定( Settings) ] > [一般( General) ]ペインの [TMS 
エージェントによるプロビジョニング( Provisioned) ] 設定が、システムの [プロビ
ジョニング モード( Provisioning Mode) ] 設定と一致しません。

次のいずれかです。

 n フィールド [TMS エージェントによるプロビジョニング( Provisioned) ] は Cisco 
TMS でこのシステムについてディセーブルですが、システム自体では、プロビジョニ
ング モードは VC に設定されています。システムの [プロビジョニング モー
ド( Provisioning Mode) ] は、TMS に設定する必要があります。[システ
ム( Systems) ]> [ナビゲータ( Navigator) ] > [システムの選択( Select 
systems) ] > [設定( Settings) ] > [一般( General) ]ペインに進みます。フィー
ルド [TMS エージェントによるプロビジョニング( Provisioned) ]を修正します。新
しい設定を適用するか、またはシステムでプロビジョニング モードを手動で修正す
るために [強制管理設定( Enforce Management Settings) ]をクリックします。

または

 n フィールド [TMS エージェントによるプロビジョニング( Provisioned) ] は、この
システム用に Cisco TMS でイネーブルですが、システム自体では、プロビジョニン
グ モードは、TMS に設定されます。システムのプロビジョニング モードは VCS に
設定する必要があります。システムでプロビジョニング モードを手動で修正しま
す。

不正な SNMP 
CN( Incorrect SNMP 
CN)

システムに誤ったコミュニティ名があります。

不正な SNMP トラップ
ホスト( Incorrect 
SNMP Traphost)

システムの SNMP トラップホストが正しく設定されていません。コール状態およびレ
ポートはこのシステムに誤っている可能性があります。

無効な MCU プレフィッ
クスの設定( Invalid 
MCU Prefix 
Configuration)

MCU の [MCU サービス( MCU Service Prefix) ]設定および [MCU 登録のプレフィック
ス( Prefix for MCU Registrations) ]設定が定義されている場合、プレフィックスは同
じ値でなければなりません。これにより Cisco TMS はカスケードされた MCU 会議を正
しく解決できます。

IP の帯域幅の設定エ
ラー( IP Bandwidth 
Configuration Error)

システムは IP コールを受け入れるように設定されている使用可能な IP の帯域幅があ
りません。

設定されていない IP 
ゾーン( IP Zone Not 
Set)

IP のゾーンがこのシステムに設定されていません。そのため、Cisco TMS が、このシス
テムで H.323 コールを予約できない可能性があります。

ISDN 設定エラー( ISDN 
Configuration Error)

システムの ISDN 設定が正しく設定されていません。

設定されていない ISDN 
ゾーン( ISDN Zone Not 
Set)

ISDN のゾーンがこのシステムに設定されていません。そのため、Cisco TMS が、このシ
ステムの ISDN コールを予約できなくなります。

リモコンの電池残量低
下( Low Battery on 
Remote Control)

エンドポイントは、リモート制御のバッテリの充電が必要であることを示しました。

システムのディスク ス
ペース不足( Low 
Diskspace on System)

システムのディスク スペースが不足しています。
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TMS Web サーバのディ
スク スペース不
足( Low Diskspace on 
TMS Web Server)

Cisco TMS サーバのディスク容量が不足しています。

サービスの最大参加者
数の不足( Low Max 
Participants on 
Service)

Radvision MCU にだけ適用されます。サービスの最大参加者数が不足しています。

欠落している E.164 エ
イリアス( Missing 
E.164 Alias)

少なくとも 1 つの E.164 エイリアスが欠落しています。

欠落している E.164 エ
イリアスと H.323 
ID( Missing E.164 
Alias and H.323 ID)

少なくとも 1 つのポートの E.164 エイリアスと H.323 ID の両方が見つかりません。

欠落している ISDN 番
号( Missing ISDN 
Number)

システムは ISDN 帯域幅で設定されますが、ISDN 番号はシステムに設定されていませ
ん。

欠落オプション 
キー( Missing Option 
Key(s))

このシステムはクラスタ ピアであり、オプション キーがマスターのオプション キーと
一致しません。コンフィギュレーションの複製が正常であることを確認するには、すべ
てのクラスタのピアが同じオプション キーを持つことが必要です。

Movi クライアントの新
しいソフトウェアが使
用可能( New Movi 
Client software 
available)

使用可能な Jabber Video クライアントの新しいバージョンがあります。チケットでセ
ットアップ ファイルをダウンロードする場所がわかります。

新しいソフトウェアを
使用できます( New 
Software Available)

利用できる新しいソフトウェア バージョンがあります。ソフトウェア パッケージは 
Cisco ソフトウェア リポジトリから自動的にダウンロードされます。リリース キーは
チケットに含まれます。

設定されているデフォ
ルトのエイリアスな
し( No Default Alias 
Configured)

デフォルトの Cisco TelePresence Conductor エイリアスを設定しませんでした。

ISDN 帯域幅なし( No 
ISDN Bandwidth)

システムは、ISDN 番号で設定されますが、使用可能な ISDN 帯域幅がありません。

定義されたポートな
し( No Ports 
Defined)

このシステムで定義されたポートはありません。{Cisco TMS は、このシステムからの
ポート情報を読み取ることができません。

サービス契約がありま
せん( No Service 
Contract)

このシステムに登録されている有効でアクティブなサービス契約がありません。

割り当てられたシステ
ム接点なし( No System 
Contact Assigned)

システム連絡先はこのシステムに割り当てられていません。

TMS CP サービスな
し( No TMS CP 
Services)

MCU で定義された Cisco TMS CP サービスはありません。このため、この MCU との分割
表示会議を予約することは不可能です。 

TMS ECP サービスな
し( No TMS ECP 
Services)

MCU で定義された Cisco TMS ECP サービスはありません。このため、この MCU との拡
張分割表示会議を予約することは不可能です。

TMS VS サービスな
し( No TMS VS 
Services)

MCU で定義された Cisco TMS VS サービスはありません。このため、この MCU での音声
の交換の会議を予約することは可能です。
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定義された TMS アーカ
イブ回線なし( No TMS-
archiving Lines 
defined)

Cisco TMS 用に定義された予約済み Cisco TMS アーカイブ回線がありません。

定義された TMS トラン
スコーディング回線な
し( No TMS-
transcoding Lines 
defined)

Cisco TMS 用に定義された予約済み Cisco TMS トランスコーディング回線がありませ
ん。

システムの構成変更を
保留中( Pending 
Configuration Changes 
for System)

まだシステムに適用されていない保留中の設定変更が Cisco TMS に保管されています。

永続名とシステム名の
不一致( Persistent 
Name Not the Same as 
Name on System)

永続名はシステム名と同じではありません。Cisco TMS は永続名を設定できません。

持続性設定の不一
致( Persistent 
Setting Mismatch)

システム設定は設定された永続的な設定とは異なります。

ポート数はライセンス
を超えています( Port 
Count Exceeds 
License)

定義された Cisco TMS ポートの数がライセンスを超えています。

プロビジョニングの拡
張の重大なエ
ラー( Provisioning 
Extension Critical 
Error)

重大な Cisco TMSPE Diagnostics エラー。

プロビジョニングの拡
張の警
告( Provisioning 
Extension Warning)

ローカル Cisco TMSPE または Cisco VCS での Cisco TMSPE 診断から警告がいくつか
あります。

スケジュール エ
ラー( Scheduling 
Error)

スケジュール エラーが発生しました。

サービス契約の期限が
切れています( Service 
Contract Expired)

このシステムのサービス契約の期限が切れました。有効なサービス契約なしでは新しい
ソフトウェア アップデートの資格がありません。このシステムの現在のソフトウェア 
バージョンは( バージョン 番号) で、Cisco ソフトウェア リポジトリから使用可能な
最新バージョンは( バージョン 番号) です。

サービス契約の期限が
切れようとしていま
す( Service Contract 
Expiring)

このシステムのサービス契約が期限切れになります。チケットには有効期限が含まれま
す。

SIP の登録に関する問
題( SIP Registration 
Problem)

SIP の登録の問題があります。

SIP サーバの登録の失
敗( SIP Server 
Registration 
Failure)

システムは、SIP サーバに登録できませんでした。

互換性のないソフトウ
ェア バージョ
ン( Software Version 
Incompatible)

システムのソフトウェア バージョンはこのバージョンの Cisco TMS と互換性がありま
せん。
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イネーブルになってい
る SSH のパスワード失
効( SSH Password 
Expiry Enabled)

CTS システムだけに適用されます。SSH のパスワード有効期限は、このシステムでイ
ネーブルです。TMS は、特定の機能を制御するために SSH を使用するため、パスワード
が期限切れになると、この機能も動作しなくなります。パスワードの期限切れをディ
セーブルにします。

システムはリソース限
度に達してい
る( System Has 
Reached Resource 
Limit)

システムは、オプション キーによって指定されたリソース( コール/トラバーサル コー
ル/登録) の限度に到達しました。このチケットは自動的にクリアされず、確認するか削
除しなければならないことに注意してください。

システムは CUCM に登
録されない( System is 
not Registered with 
Unified CM)

Cisco Unified CM 登録済みシステムに適用されます。Cisco Unified CM により、この
システムは未登録と見なされます。システムがネットワークから切断されたか、オフに
切り替えられたか、正しく設定されていないことが原因である可能性があります。この
問題の解決を続行するには、Cisco Unified CM にログインする必要があります。

システムを再起動する
必要がありま
す( System Must Be 
Restarted)

システムの設定が変更され、変更を有効にするためにシステムを再起動する必要があり
ます。

見つからないシステム
設定( System Settings 
Not Found)

システムのデフォルト設定は実行されません。

TMS に Cisco 
TelePresence 
Conductor で管理され
るシステムがありませ
ん( System(s) Managed 
by Cisco TelePresence 
Conductor Not Found 
in TMS)

この TelePresence Conductor によって管理されるシステムが Cisco TMS に登録されて
いません。これは、一部の機能が使用できないことを意味します。

システムの CUCM は使
用できません( The 
System's Unified CM 
Is Not Available)

Cisco Unified CM 登録済みシステムに適用されます。このシステムが登録されている 
Cisco Unified CM は使用できません。

タイム ゾーンの不一
致( Time Zone 
Mismatch)

Cisco TMS でシステム用に設定したタイム ゾーンは、システムのタイム ゾーンと異な
ります。

設定されていないタイ
ム ゾーン( Time Zone 
Not Set)

タイム ゾーンが設定されていません。このシステムを予約することはできません。

TMS の接続エラー( TMS 
Connection Error)

Cisco TMS とシステムの間に接続の問題があります。

TMS のデータベース フ
ァイルにスペースが不
足しています( TMS 
Database file is 
running out of 
space)

Cisco TMS データベース ファイルにスペースが不足しています。

TMS の暗号化キーの不
一致( TMS Encryption 
key mismatch)  

TMS Tools の暗号キー セットは、Cisco TMS で認証データの暗号化解除に使用する暗号
キーと一致しません。 

非同期の TMS サーバ時
間( TMS Server Time 
Out of Sync)

SQL サーバの現在の時刻は、Cisco TMS サーバのサーバ時間と 30 秒以上同期していま
せん。

動作しない TMS サービ
ス( TMS Service Not 
Running)

TMS サービスの 1 つが停止した状態です。チケットがどれかを指定します。
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IP 割り当てと互換性の
ないトラッキング方
式( Tracking Method 
Incompatible with IP 
Assignment)

システムは、[接続( Connection) ]タブの IP アドレスによって追跡するよう設定され
ていますが、DHCP アドレッシングを使用するようにシステムはローカルで設定されてい
ます。この設定では、システムの IP アドレスが変更されている場合に Cisco TMS でシ
ステムを追跡できなくなります。

プロビジョニングの拡
張と通信できませ
ん( Unable to 
Communicate with the 
Provisioning 
Extension)

Cisco TMS は Cisco TMSPE と通信できません。

CUCM サーバの時間が 
TMS サーバの時間と同
期していませ
ん( Unified CM Server 
Time Is Out of Sync 
with TMS Server 
Time)

CUCM のサーバの時刻は、Cisco TMS のサーバ時刻と異なります。

イベント通知のエラーレベルを管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [イベント通知の
エラーレベルを管理( TMS Agent Settings) ]

このページで、Cisco TMS のさまざまなエラーの重要性をカスタマイズするためのイベント通知エラー 
レベルを変更できます。

注：エラー レベルは、Cisco TMS のすべてのユーザに共通です。ユーザごとに定義することはできませ
ん。
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ユーザ管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ]

[ユーザ管理( User Administration) ]ページで Cisco TMS 管理者は、ユーザ、グループ、権限レベル
を管理できます。

Cisco TMS ユーザ権限はグループ レベルで制御され、各ユーザは、複数のグループのメンバーになるこ
とができます。エンド ユーザの合計権限レベルは、その Cisco TMS ユーザがメンバーであるすべてのグ
ループに割り当てられているすべての権限の合計です。

新しいユーザは、Cisco TMS に最初にアクセスしたとき、そのユーザの Windows ユーザ名が Active 
Directory の参照で自動的に検出されるため、自動的に一連のグループに追加されます( [管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフォルト グルー
プ( Default Groups) ]を参照) 。この詳細については、「ユーザ( Users) 」の項を参照してくださ
い。

グループ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [グ
ループ( Groups) ]

このページで、グループと、そのページと機能に対する権限を管理できます。

事前定義グループ

サイト管理者

このグループの権限は変更できず、デフォルトで、Cisco TMS のすべてのメニュー、機能、フォルダ、お
よびシステムへのフル アクセスに設定されます。Cisco TMS に責任を負うユーザを、このグループのメ
ンバーとする必要があります。サイト管理者グループのメンバーだけが、[管理ツール( Administrative 
Tools) ]の [構成( Configuration) ]ページを編集する権限を持ち、サーバの IP アドレスを変更した
り、オプション キーを変更したりできます。

ユーザ

すべての新規 Cisco TMS ユーザは、デフォルトでこのグループのメンバーです。ユーザ グループに所属
するユーザを追加または削除することはできません。このグループの権限は、サイト管理者が変更できま
す。このグループに割り当てるアクセス権が、組織の人に持たせたい最低レベルを表すことが推奨されま
す。これは、アクセスできる Cisco TMS のページと使用できるシステムの両方に当てはまります。

ビデオ装置の管理者

このグループにすべてのビデオ会議システム( ゲートウェイ、ゲートキーパー、および MCU など) に対
する完全な管理権限があります。権限は変更できます。

通常、技術面の責任を持つ人はこのグループのメンバーです。ビデオ装置の管理者には [構
成( Configuration) ]ページの編集権限がありません。それ以外では、サイト管理者と同じ権限がありま
す。

グループの管理

[グループ( Groups) ]ページには、Cisco TMS 内に存在するグループの名前、説明、およびタイプが表
示されます。Cisco TMS には、次の 3 種類のグループがあります。

 n 取り外し可能グループはユーザによって作成され、削除できます。

 n デフォルト グループは上記のとおりです。これらは削除できません。

 n AD グループは、Active Directory からインポートされます。このタイプの詳細については、次を参照
してください。
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グループのメンバーの表示

 1. グループ名の上にカーソルを移動します。

 2. [表示( View) ]ボタンをクリックします。

 3. グループ メンバーのリストが表示されます。

グループの編集

必要な権限がある場合にグループを編集するには、次の手順を実行します。

 1. グループ名の上にカーソルを移動します。

 2. [編集( Edit) ]をクリックします。

 3. これで、グループの名前、説明、またはメンバーを変更できます。     
 l メンバーを削除するには、次の手順を実行します。       

 i. [グループ メンバー( Group members) ]タブに移動します。
 ii. グループから削除するユーザを選択します。

 iii. [削除( Remove) ]ボタンをクリックします。
 l メンバーを追加するには、次の手順を実行します。       

 i. [メンバーの追加( Add members) ] タブに移動します。
 ii. グループに追加するユーザを選択します。

 iii. [追加( Add) ]をクリックします。

 4. 完了したら、[保存( Save) ]をクリックします。

新しいグループの追加

 1. ページの下部にある [新規( New) ]をクリックします。

 2. グループの名前と説明を入力します。

 3. グループに Cisco TMS 登録ユーザを追加します。

 4. [保存( Save) ]をクリックします。

グループの権限の設定

 1. グループ名の上にカーソルを移動します。

 2. [権限の設定( Set Permissions) ]をクリックします。

 3. これで、Cisco TMS の特定の機能とページに対する権限を設定できます。必要に応じてチェックボック
スを選択または選択解除します。

 4. 完了したら、[保存( Save) ]をクリックします。

次の表で、Cisco TMS の各メニュー内のさまざまな機能に設定できる権限について説明します。

ポータル( Portal)

ページ/機能 権限 グループが実行できる処理

ポータル( Portal) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

サイトマップ( Sitemap) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

予約( Booking)

ページ/機能 権限 グループが実行できる処理
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会議の一覧 - す
べて( List 
Conferences -- 
All)

読み取
り( Read)

[会議の一覧( List Conferences) ]ページのすべてのユーザのための会議を参
照してください。 

[空き/ビジーの概要( Free/busy Overview) ]、[アドホック予約( Ad hoc 
Booking) ]、[参加者の追加( Add Participant) ]のアベイラビリティ テーブ
ルおよび類似の状況で会議情報への読み取りアクセスを制限するには、この設
定を使用します。

更
新( Update)

すべてのユーザの会議を作成、編集、および削除します。

ログのエクス
ポー
ト( Export 
Log)

[会議の一覧( List Conferences) ]ページから、Excel/スプレッドシート形式
にログをエクスポートします。

会議の一覧 -- 
自分用( List 
Conferences -- 
Mine)

読み取
り( Read)

[会議の一覧( List Conferences) ]ページに自分用の会議だけを表示します。

更
新( Update)

[会議の一覧( List Conferences) ]ページで自分用の会議だけを作成、編集、
および削除します。

参照の一
覧( List 
References)

読み取
り( Read)

ページにアクセスします。

更
新( Update)

参照を作成、編集、および削除します。

参加者テンプ
レー
ト( Participant 
Template)

読み取
り( Read)

ページにアクセスします。

更
新( Update)

テンプレートを作成、編集、および削除します。

その他( Misc) 予
約( Booking)

ページにアクセスします。

アドホック予
約ページ( Ad 
Hoc Booking 
Page)

ページにアクセスします。

詳細設
定( Advanced 
Settings)

[予約( Booking) ] > [新しい会議( New Conference) ]で [詳細設
定( Advanced Settings) ]にアクセスします。

会議を承
認( Approve 
Meeting)

スケジュールされた会議を承認または拒否します。イネーブルでない場合、こ
のグループのユーザによって予約されているすべての会議は、この権限を持つ
ユーザの承認が必要です。

代表予
約( Book on 
behalf of)

他のユーザの代理として予約します。

新しい会議の
ページ( New 
Conference 
Page)

[新しい会議( New Conference) ]ページで会議を予約します。

空き/ビジー 
ページ( Free 
Busy Page)

[空き/ビジー( Free/busy) ]ページへの読み取りアクセス。
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モニタリング( Monitoring)

ページ/機能    

その他( Misc) 会議制御センター( Conference Control Center) ページにアクセスします。

グラフィカル モニタ( Graphical Monitor) ページにアクセスします。

マップ モニタ( Map Monitor) ページにアクセスします。

マップ モニタの更新( Update Map Monitor) ページにアクセスします。

システム( Systems)

ページ/機能 権限 グループが実行できる処理

ナビゲータ( Navigator) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

チケット サービス( Ticketing 
Service)

読み取り( Read) ページにアクセスします。

システムの概要( System Overview) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

ダイヤル計画の管理( Manage Dial 
Plan)

読み取り( Read) ページにアクセスします。

プロビジョニング( Provisioning) ディレクトリ( Directory) ページにアクセスします。

ユーザ( Users) ページにアクセスします。

FindMe ページにアクセスします。

構成のバックアップ( Configuration 
Backup)

構成のバックアッ
プ( Configuration Backup)

ページにアクセスします。

構成の復元( Configuration 
Restore)

ページにアクセスします。

バックアップ状況を表示( View 
Backup Status)

ページにアクセスします。

システムのアップグレード( System 
Upgrade)

システムのアップグレー
ド( System Upgrade)

ページにアクセスします。

ソフトウェア マネージ
ャ( Software Manager)

ページにアクセスします。

システムを消去( Purge Systems) システムを消去( Purge 
Systems)

Cisco TMS データベースからシステムを
削除または消去します。

ネットワーク履歴( Network 
History)

読み取り( Read) ページにアクセスします。

イベント通知マネージャ( Event 
Notification Manager)

読み取り( Read) ページにアクセスします。

更新( Update) すべてのユーザへの通知を編集します。

自己通知( Own 
Notifications)

ユーザ自身用の通知だけを編集します。
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電話帳( Phone Books)

ページ/機能 権限 説明

電話
帳( Phone 
Books)

読み取り( Read) たとえば、[電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone 
Books) ]ページで電話帳のリストにアクセスします。

作成/削
除( Create/Delete)

自分が更新できる電話帳を作成、編集、および削除します。

新規電話帳の更新の
許可( Grant Update 
on New Phone 
Books)

新しい電話帳のエントリを入力および編集します。これには、既存の電話
帳を更新する権限はありません。

注: 既存の電話帳を更新または削除するには、グループの権限をそれぞれ
の電話帳ごとに設定する必要があります。[電話帳( Phone Books) ] > [電
話帳の管理( Manage Phone Books) ] を参照してください。

システムに設定( Set 
On System)

システムの電話帳を設定します。

ソースに接
続( Connect to 
Source)

電話帳と電話帳ソースの間の接続を設定します。

電話帳ソー
ス( Phone 
Book 
Sources)

読み取り( Read) [電話帳ソース( Phone Book Sources) ]ページへの読み取りアクセス。

作成( Create) 新しい電話帳ソースを作成します。

更新( Update) 既存の電話帳ソースを編集します。

削除( Delete) 電話帳ソースを削除します。

1 度限りのインポー
ト( One-time 
Import)

手動リスト ソースへの 1 度限りのインポートを実行します。

レポート( Reporting)

ページ/機能 権限 説明

レポート( Reporting) 詳しい通話記録( Call Detail Record) ページにアクセスします。

会議統計( Conference Statistics) ページにアクセスします。

ネットワーク統計( Network Statistics) ページにアクセスします。

投資回収率( Return On Investment) ページにアクセスします。

システム統計( System Statistics) ページにアクセスします。

課金コード( Billing Codes) ページにアクセスします。

管理ツール( Administrative Tools)

ページ/機能 権限 説明

構成( Configuration) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

更新( Update) 設定を編集します。
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ページ/機能 権限 説明

ユーザ( Users) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

作成( Create) 新規ユーザを作成します。

更新( Update) 既存のユーザを更新しま
す。

削除( Delete) 既存のユーザを削除しま
す。

グループの設定( Set Groups) ユーザにグループを設定し
ます。

グループ( Groups) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

作成( Create) 新しいグループを作成しま
す。

更新( Update) 既存のグループを更新しま
す。

削除( Delete) 既存のユーザを削除しま
す。

権限の設定( Set Permissions) 既存のグループに権限を設
定します。

デフォルト グループの設
定( Set Default Group)

デフォルト グループを定義
します。

IP ゾーン( IP zones) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

作成( Create) 新しい IP ゾーンを作成し
ます。

更新( Update) 既存の IP ゾーンを編集し
ます。
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ページ/機能 権限 説明

削除( Delete) 既存の IP ゾーンを削除し
ます。

ISDN ゾーン( ISDN zones) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

作成( Create) 新しい ISDN ゾーンを作成
します。

更新( Update) 既存の ISDN ゾーンを編集
します。

削除( Delete) 既存の ISDN ゾーンを削除
します。

課金コード( Billing Codes) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

作成( Create) 新しい課金コードを作成し
ます。

更新( Update) 既存の課金コードを編集し
ます。

削除( Delete) 既存の課金コードを削除し
ます。

システムに設定( Set on 
System)

システムに既存の課金コー
ドを設定します。

インポート( Import) 課金コードのインポートに
アクセスします。

活動状況( Activity Status) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

削除( Delete) イベント ログを削除しま
す。

TMS サーバ メンテナンス( TMS Server 
Maintenance)

読み取り( Read) ページにアクセスします。

TMS チケット( TMS Tickets) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

プロビジョニングの拡張機能の設定 読み取り/更新( Read/Update) ページにアクセスし、設定
を編集します。

プロビジョニング拡張機能の診
断( Provisioning Extension Diagnostics)

読み取り/更新( Read/Update) ページにアクセスし、設定
を編集します。

監査ログ( Audit Log) 読み取り( Read) ページにアクセスします。

Active Directory グループの追加( Adding Active Directory groups)

独自の Cisco TMS グループを作成する代わりに、Active Directory から既存のグループを追加できま
す。Active Directory グループを使用するには、[管理ツール( Administrative Tools) ] >[構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ] ページの [Active Directory]設
定で [AD グループの許可( Allow AD groups) ]をイネーブルにする必要があります。これにより、[グ
ループ( Groups) ]ページに [AD からインポートする( Import from AD) ]ボタンと [AD からグループ
を更新( Update Groups From AD) ]ボタンが表示されます。この設定値が [はい( Yes) ]でない場合、
ボタンは表示されません。

グループを Active Directory から追加するには、次の手順を実行します。

 1. [AD からインポートする( Import from AD) ]をクリックします。

 2. グループの名前( または名前の一部) を入力します。

 3. [検索( Search) ]をクリックします。

 4. 追加するグループの横にあるチェックボックスを選択します。
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 5. [選択したグループをインポート( Import selected) ]をクリックします。

 6. 追加した AD グループは、Cisco TMS グループに追加された後、選択された状態で表示されます。

次の点に注意してください。

 n Active Directory グループを Cisco TMS に追加したとき、最初はメンバーが存在しません。これら
のグループのメンバーシップは、ユーザがログオンしたとき、[ユーザ( Users) ]ページの [AD からの
更新( Update From AD) ]ボタンまたは [AD からユーザを更新( Update Users From AD) ]ボタンを
クリックしたとき、およびグループ ページで [AD からグループを更新( Update Groups From AD) ]
ボタンをクリックしたときに更新されます( [AD からグループを更新( Update Groups From AD) ]
で、Cisco TMS のすべてのユーザの Active Directory ユーザ/グループ メンバーシップが更新され
ることに注意してください) 。

 n Cisco TMS に登録されたユーザだけが Active Directory グループのメンバーとして表示されま
す。Active Directory グループには、Cisco TMS を使用したことのないメンバーがいる場合があり、
それらのメンバーは、Cisco TMS に登録されるまで無視されます。 

 n Active Directory グループからユーザを追加または削除することはできません。Active Directory 
グループのメンバーシップは、組織の別の手段によって制御されます。

ユーザ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [ユー
ザ( Users) ]

[ユーザ( Users) ]ページで、連絡先情報、ユーザ設定、および権限レベル、つまりそのユーザの所属す
るグループを管理できます。 

新しいユーザの追加( Adding a new user)

新しいユーザを追加する必要がある場合:

 1. [新規( New) ]をクリックします。

 2. ユーザの連絡先情報を入力します。

 3. 必要なすべての情報の提供が完了したら、[保存( Save) ]をクリックします。

ユーザの削除( Deleting a user)

 1. ユーザの隣にあるチェックボックスを選択します。

 2. [削除( Delete) ]ボタンをクリックします。

Active Directory からの更新

ユーザ詳細ページの [AD からの更新( Update From AD) ]ボタンは、    Active Directory の参照を使
用している場合にのみ使用できます。Active Directory から選択されたユーザに関する最新情報を入手
するには、このボタンをクリックします。 

AD からユーザを更新( Synchronize all users with AD)

すべてのユーザの情報を更新するには、[ユーザ( Users) ]ページで [AD からユーザを更
新( Synchronize all users with AD) ]ボタンをクリックします。Cisco TMS は、AD を使用して、す
べての Cisco TMS ユーザの情報を更新します。AD から削除されたユーザは Cisco TMS でも削除されま
す。

次の点に注意してください。

 n 最初に Cisco TMS にログオンしたとき、[ユーザ名( Username) ]パラメータは Active Directory 
から取り出されます。ただし、[Active Directory]グループのパラメータが [管理ツー
ル( Administrative Tools) ]> [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network 
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Settings) ] で設定されている必要があります。「ネットワーク設定 [p.235]」を参照してくださ
い。Cisco TMS はまた、電子メール アドレスおよび姓名などの新しいユーザ情報を検出します。情報
を入手できない場合はユーザ情報、およびユーザ設定を入力するためのポップアップ ウィンドウが表示
されます。Windows にログイン中に [ユーザ名( Username) ]は変更できません。

 n AD とすべてのユーザの同期化は、自動的に実行できます。[管理ツール( Administrative tools) ] > 
[構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Setting) ] > [Active Directory]セク
ションの [AD の同期スケジュール( AD synchronization schedule) ]フィールドに進みます。

ユーザの設定を表示するには、グリッドの名前をクリックするか、またはマークの付いた領域をクリック
して、ドロップダウン メニューから [表示( View) ]を選択します。名前、電子メール アドレ
ス、Windows ユーザ名、そのユーザが属するグループとグループ タイプなどの詳細が表示されます。完
全なリストは、次の表を参照してください。

ユーザ設定の編集( Editing user settings)

[ユーザ( Users) ] ページで、そのユーザのドロップダウン メニューから [編集( Edit) ]を選択する
か、ユーザの設定が表示されているときに [編集( Edit) ]をクリックします。次の表で、Cisco TMS 
ユーザに対して使用可能なすべての設定について説明します。

これらの設定の一部( たとえば、[名( First Name) ]、[姓( Last Name) ]と [電子メール アドレ
ス( Email Address) ]) は、Active Directoryの参照がイネーブルで編集対象となっているユーザが 
Active Directoryで検出できる場合にだけ読み取られることに注意してください。

フィールド 説明

Windows ユーザ
名( Windows 
username)

ユーザの Windows ユーザ名。

名( First 
Name) ( 空にする
ことはできませ
ん) 。

ユーザの名。

姓( Last Name)  ユーザの姓。

電子メール アドレ
ス( Email 
Address) ( 空にす
ることはできませ
ん) 。

会議予約とイベント通知の電子メールの送信先。形式は xxx@yyy.zz である必要がありま

す。

言語( Language) [ユーザ設定( User Settings) ]ポップアップ ウィンドウ( ユーザは、Cisco TMS Web イン
ターフェイスの左下隅にあるユーザ名をクリックして使用可能) で、このユーザに表示され
る言語を変更します。Cisco TMS Web インターフェイスの残りの部分には、インストール時
に選択された言語が使用されます。

英語( US) は、Cisco TMS のデフォルトの言語です。 

注：英語( US) 、英語( UK) 、および英語( AU) は同じテキスト文字列を使用しますが、日
時のフォーマットが異なります( US と AU では AM/PM を付けた 12 時間制、UK では 24 
時間制) 。

オフィスの電話番
号( Office 
Telephone)

ユーザのオフィスの電話番号。

携帯電話( Mobile 
Telephone)

ユーザの携帯電話の番号。

プライマリシステ
ム( Primary 
System)

ユーザの優先ビデオ システム。
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フィールド 説明

WebEx ユーザ
名( WebEx 
Username)

ユーザの WebEx ユーザ名。

WebEx パスワー
ド( WebEx 
Password)

ユーザの WebEx パスワード。

WebEx サイ
ト( WebEx Site)

ユーザが使用する WebEx サイト。

SIP URI ユーザの SIP アドレス。

タイムゾー
ン( Time Zone)

このオプションを使用して、ユーザに正しい日付と時刻の情報が表示されます。 

次の場合は、自分のタイム ゾーンがユーザに表示されます。

 n 新しい会議の予約。

 n 既存の会議の一覧表示。

異なるタイム ゾーンに対して作成された予約の詳細を編集または表示しているときは、会
議のタイム ゾーンが表示され、このことがユーザに通知されます。

IP ゾーン( IP 
Zone)

これはユーザの IP のゾーンであり、Cisco TMS エンドポイントが会議に参加していないと
きに、ネットワーク リソースを識別するために使用されます。ユーザの IP ゾーンがネット
ワーク リソースを含んでいない場合、この設定はネットワーク リソースのあるユーザに最
も近いゾーンに設定する必要があることに注意してください。

デフォルト グループ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフ
ォルト グループ( Default Groups) ]

[デフォルト グループ( Default Groups) ]ページでは、新しいユーザが初めて Cisco TMS にログイン
したときに自動的に割り当てられるグループを定義できます。

デフォルトでは、すべてのユーザが [ユーザ( Users) ]グループのメンバーになります。追加グループへ
のメンバーシップは、グループの横にあるチェックボックスを選択して [保存( Save) ]をクリックする
と設定できます。

Cisco TMS は、AD グループのメンバーシップを無効にすることはできません。したがって、AD グループ
を Cisco TMS のデフォルト グループとして設定することはできません。

デフォルトのシステム権限
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [デフ
ォルトのシステム権限( Default System Permissions) ]

このページで、[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]のシステムに対する Cisco TMS 
の各グループのデフォルトのシステム権限を定義します。

注: [デフォルトのシステム権限( Default System Permissions) ]に加えた変更は、設定が変更された
後で追加されたシステムだけに影響します。[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]の既
存のシステムは元の許可設定を保持します。

次の権限は、Cisco TMS のユーザ グループごとに、システムのデフォルトとして設定できます。

権限 説明

読み取り( Read) グループ メンバーは、設定を表示できます。

予約( Book) グループ メンバーは会議を予約できます。
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権限 説明

設定の編集( Edit Settings) グループ メンバーは、設定を編集できます。

通話の管理( Manage Calls) グループ メンバーは、最近追加されたシステムとのコール設定を管理できま
す。

権限の設定( Set 
Permissions)

グループ メンバーは、最近追加されたシステムの権限を変更できます。

システムを追加、移動、またはコピーする場合、フォルダのレベルで指定する権限は、「デフォルトのシ
ステム権限 [p.274]」にあるグループのシステム権限設定とマージされます。

これらのページの権限は異なって表示されますが、次の表に示すようにマッピングします。

フォルダ権限 デフォルトのシステム権限

読み取り( Read) 読み取り( Read) 、予約( Book)  

編集( Edit)  読み取り( Read) 、予約( Book) 、設定の編集( Edit 
Settings) 、通話の管理( Manage Calls)

権限の設定( Set 
Permissions)

—

これらのデフォルトを上書きするフォルダまたはシステムの設定を行うには、[システム( Systems) ] > 
[ナビゲータ( Navigator) ] に進んで、[フォルダ権限( Folder and System Permissions) ]ボタンを
クリックします。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 275/337

管理ツール
ユーザ管理



ロケーション
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ロケーション( Locations) ]

ここで、必要なプレフィックスとエリア コード、使用するプロトコル、およびどのコールが可能であるか
を Cisco TMS が認識できるように ISDN および IP のゾーンを定義します。

詳細については、ゾーンのしくみ [p.45] を参照してください。

ISDN ゾーン
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ロケーション( Locations) ] > [ISDN ゾー
ン( ISDN Zones) ]

このページで、既存の ISDN ゾーンのリストが表示され、新しいゾーンを作成できます。

 n リストの各ゾーンの上にマウス ポインタを移動し、[表示( View) ]、[編集( Edit) ]または[システム
に設定( Set on Systems) ]のオプションがあるドロップダウン メニューにアクセスします。

 n 新しい ISDN ゾーンを作成するには、[新規( New) ]をクリックします。

設定

ISDN のゾーンを Cisco TMS で作成または編集するときは、次のフィールドを使用できます。

セクションとフィールド 説明

一般( General)  

ISDN ゾーン名( ISDN Zone Name) ISDN ゾーンの名前。

国/地域( Country/Region) このゾーンが位置する国。 これにより Cisco TMS は、正しい
国番号と国際ダイヤル プレフィックスを選択できるようにな
ります。

市外局番( Area Code) この ISDN ゾーンが位置する市外局番。 これにより Cisco 
TMS は、正しい市外局番ルールを選択できるようになります。

回線( Line)  

外線にアクセスして市内電話をかける場合にダ
イヤル( To access an outside line for local 
calls, dial)

この ISDN ゾーンの外線を取得するために必要なプレフィック
ス。

外線にアクセスして長距離電話をかける場合に
ダイヤル( To access an outside line for 
long distance calls, dial)

この ISDN ゾーンの長距離電話の外線を取得するために必要な
プレフィックス。

内部通話( Internal Calls)  

内部 ISDN 通話に使用するための桁数( Number 
of digits to use for internal ISDN calls)

ゾーンのシステム間での内部ダイヤルに使用される桁数。 番
号の最初の桁は、この ISDN ゾーンのシステム間でダイヤルす
るときに番号から削除されます。

市外局番のルール( Area code rules)

ISDN のゾーンを表示または編集する場合は、[市外局番のルール( Area code rules) ]をクリックする
と、米国の市外局番の規則を追加および編集できるページが表示されます。

市外局番の規則を作成または編集するときは、次のフィールドを使用できます。
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フィールド 説明

この市外局番から以下の市外局番へダイ
ヤルする場合( When dialing from this 
area code to the following area 
code)

このルールを適用する必要がある市外局番を指定します。 たとえ
ば、555 をダイヤルするたびにルールを適用する場合は、このフィー
ルドに 555 と指定します。

次のプレフィックスを指定( With the 
following prefixes)

プレフィックスは、基本番号の最初の 3 桁です。 上のフィールドの
市外局番に発信されたすべてのコールにルールを適用する場合は空白
のままにします。

市外局番を含む( Include Area Code) コールに上で指定した市外局番を含むルールにする場合は、これをオ
ンにします。 米国では、10 桁ダイヤルをイネーブルにするためにチ
ェックします。

ダイヤルの前に次をダイヤル( Before 
dialing, also dial)

この市外局番ルールにより作成されたダイヤル文字列の前に( 上記の
最初の 2 個のフィールドで指定された市外局番とプレフィックスの前
に) 含める文字列をここに入力します。

外部回線のためのストリップ桁( Strip 
digits for zone's local outside line 
access)

外部回線プレフィックス( [管理ツール( Administrative Tools) ] > 
[場所( Locations) ] > [ISDN ゾーン( ISDN Zones) ] >[回
線( Line) ]セクションで設定) を削除するにはチェックしてオンにし
ます。

 

IP ゾーン
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ロケーション( Locations) ] > [IP ゾー
ン( IP Zones) ]

このページで、既存の IP のゾーンのリストが表示され、新しいゾーンを作成できます。

 n リストの各ゾーンの上にマウス ポインタを移動し、[表示( View) ]、[編集( Edit) ]または[システム
に設定( Set on Systems) ]のオプションがあるドロップダウン メニューにアクセスします。

 n 新しい IP ゾーンを作成するには、[新規( New) ]をクリックします。

IP のゾーンを作成または編集するときは、次の設定を使用できます。これらの設定によって、ゲートウェ
イを使用するためにダイヤルするプレフィックスを指定します。ゲートウェイ直接ではなくプレフィック
スを指定することは、ロード バランシングされているゲートウェイおよび Cisco TMS でサポートされて
いないゲートウェイさえも使用する柔軟性を作成します。

セクションおよびフィールド 説明

IP ゾーン( IP Zone)  

名前( Name) IP のゾーン名を設定します。

ゲートウェイ リソース プー
ル( Gateway Resource Pool)

 

ISDN ゾーン( ISDN Zone) 次のゲートウェイ プレフィックスがいずれの ISDN のゾーンを使用する
か指定します。 この設定が指定されていない場合はゲートウェイ リソー
ス プールが正しく機能しないことに注意してください。

URI ドメイン名( URI Domain Name) Cisco TMS は、この設定が入力された 2 つの場所の間で、URI ダイヤル
を常に使用し、このページの下部で定義された IP/ISDN プリファレンス
を無視します。

ゲートウェイ自動プレフィック
ス( Gateway Auto Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンからビデオ ISDN 番号をダイヤル
するために必要なプレフィックス。

ゲートウェイ電話接続のプレフィック
ス( Gateway Telephone Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンからオーディオ ISDN 番号をダイ
ヤルするために必要なプレフィックス。

ゲートウェイ 3G 接続のプレフィック
ス( Gateway 3G Prefix)

ゲートウェイを使用してこの IP ゾーンから 3G 携帯電話番号をダイヤル
するために必要なプレフィックス。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 277/337

管理ツール
ロケーション



セクションおよびフィールド 説明

ISDN ダイヤルイン番号( Dial-in 
ISDN Number)

これらの番号は、Cisco TMS が通話のルーティングを行う場合
に、+15551231234*99999 のような TCS-4 番号を生成するために使用し
ます。 

 n PSTN から IP ゾーン内へ。 

 n 3G ネットワークから IP ゾーンへ。            

設定が保存されると、これらの番号は、両方とも認定番号として示され
ます。 

3G 用 ISDN ダイヤルイン番号( Dial-
in ISDN Number for 3G)

IP-ISDN-IP を許可( Allow IP-ISDN-
IP)

IP-ISDN-IP 通話を許可し、2 台の異なるゲートウェイで実行するには、
チェックをオンにします。 詳細については、「IP-ISDN-IP 通話 
[p.46]」を参照してください。

これらの IP ゾーンに対して IP 通話
より ISDN を優先( Prefer ISDN over 
IP calls to these IP Zones)

以下の IP ゾーンのリスト。

 n ISDN が IP よりも優先される。 

 n IP が、ISDN よりも優先される。

リストは、IP ゾーン間の通話をスケジュールする場合に使用されます。 
リスト間でゾーンを移動するには、項目を選択し、矢印ボタンをクリッ
クします。

これらの IP ゾーンに対して ISDN よ
り IP 通話を優先( Prefer IP calls 
over ISDN to these IP zones)
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課金コード 
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [課金コード( Billing Codes) ]

これらのページでは、課金コードを作成および管理し、システムに設定します。

課金コードの管理
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [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) ]

このページで課金コードを作成、編集、削除し、システムに設定できます。 

課金コードはシステムの使用を制限またはモニタするために使用されます。 

課金コードを使用する方法は 2 通りあります。 

 n コールが確立するためには、課金コードがシステムに入力されていることを必要とする。

 n システムでコールを試みるときに課金コードを必要とするが、課金コードが入力されなくてもコールを
確立できる。

課金コードを使用して、次のことができます。 

 n 正しい課金コードのユーザだけが特定のシステムからコールを発信できるようにする。

 n コールが発信されたときに入力される課金コードに基づいて、システム使用量をモニタする。

課金コードが使用されている場合は、会議のコール詳細レコード( CDR) に課金コードが含まれます。この
詳細については、[レポート( Reporting) ] > [課金コードの統計( Billing Code Statistics) ] を参
照してください。 

システムがコールを受信する場合、課金コードを入力する必要はありません。

新しい課金コードの作成

新しい課金コードを作成するには:

 1. [新規( New) ]をクリックします。

 2. 新しい課金コードの名前および説明を入力します。 

 3. 終了するには、[保存( Save) ]をクリックします。または、保存する前にさらに課金コードを作成する
には、[新規追加( Add New) ]をクリックします。

課金コードの適用

システムの課金コードを設定するには:

 1. [システムに設定( Set On Systems) ]をクリックしてから、課金コードを設定するシステムまたはフ
ォルダを選択します。

 2. 選択したシステムに課金コードを使用する方法を選択します。     
 a. [電話をかける前に課金コードを要求する( コードをチェックする) ( Require billing code 

before making calls (codes are checked)) ]:正しい課金コードを入力しないとコールを確立
できません。

 b. [電話をかける前に課金コードを要求する( コードのチェックなし) ( Askfor billing code 
before making calls (codes are not checked)) ]：正しい課金コードの入力は任意であり、
コールの確立に必須ではありません。

 3. 変更を保存するには、[OK]をクリックします。

課金コードのディセーブル化

課金コードの使用をディセーブルにするには、システムの選択を上記のように繰り返し、[課金コードを使
用しない( Turn off billing code use) ]を選択します。変更を保存するには、[OK]をクリックしま
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す。

ファイルからの課金コードのインポート

手作業で追加する代わりに、ファイルから課金コードをインポートすることもできます。 

[課金コードの管理( Manage Billing Codes) ]ページで、次のようにします。

 1. [インポート( Import) ]をクリックします。

 2. ローカル マシンのファイルを参照します。

 3. [アップロード( Upload) ]をクリックします。

有効なファイル形式は .txt であり、ファイルの各行に課金コードが含まれている必要があることに注意
してください。オプションとして、次の例のようにカンマとそれに続けて説明を追加できます。

101, Description for billing code 1
 102, Description for billing code 2
 103, Description for billing code 3

課金コードの活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [課金コード( Billing Codes) ] > [課金コー
ドの活動状況( Billing Codes Activity Status) ]

このページで Cisco TMS でのシステムの課金コード アップデートの進捗をモニタできます。

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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活動状況
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [活動状況( Activity Status) ]

このページには、Cisco TMS に登録されているすべてのシステムのイベントに関する情報が含まれます。 

進行中およびこれからのスケジュールされたイベントが自動的に表示されます。

 n [開始日( Start Date) ]フィールドと [終了日( End Date) ]フィールドを変更して過去のイベントを
検索し、[検索( Search) ]をクリックします。

 n 現在ログインしているユーザがスケジュールしたイベントだけを表示するには、[自分の会議のみ表
示( Show only mine) ]をチェックします。 
下のリストにこれを適用するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。

 n 詳細なアクティビティ ログを表示するには、いずれかのイベントのリンクされた説明をクリックしま
す。

 n スケジュールされたイベントをキャンセルするには、それを選択し、[削除( Delete) ]をクリックしま
す。

更新する場合にクリック

開いている間、アクティビティのステータス ページは自動的に更新されないことに注意してください。 
ステータスの表示を更新するには、[更新( Refresh) ]をクリックします。
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分析拡張機能
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [分析拡張機能( Analytics Extension) ]

[分析拡張機能( Analytics Extension) ]のメニュー項目および Web ページは、Cisco TelePresence 
Management Suite Analytics Extension( Cisco TMSAE) のライセンスが追加されている場合にのみ表
示されます。 

Cisco TMSAEは、Cisco TelePresence Management Suite( Cisco TMS) のオンライン分析処
理( OLAP) システムで、ビデオ ネットワークに高度なレポート機能を提供します。 これはビジネス イ
ンテリジェンス( BI) アプリケーション、カスタム ビルト アプリケーションおよび OLAP キューブに接
続できるその他のアプリケーションと統合されます。 最もよく使用されるクライアントは、Microsoft 
Excel です。

Cisco TMSAE は、3 個の要素で構成されています。

 n 既存の Cisco TMS サーバにインストールされるアプリケーション ソフトウェア。

 n 既存の Microsoft SQL サーバにインストールされるデータ ウェアハウス データベース。

 n データにアクセスするために使用されるクライアント。

Cisco TMSAE のインストール、管理、および使用の詳細については、製品マニュアルを参照してくださ
い。
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TMS サーバ メンテナンス
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS サーバ メンテナンス( TMS Server 
Maintenance) ]

[TMS サーバ メンテナンス( TMS Server Maintenance) ]ページは、サーバ Cisco TMS の一般的な管理
およびハウスキーピング用です。次のフィールドが表示できます。

データベース サーバの日付および時刻設定

時刻、およびデータベース サーバと Web サーバ間の時刻の不一致を表示します。

TMS 診断( TMS Diagnostics)

Cisco TMS のトラブルシューティングに関連した問題で Cisco テクニカル サポートを支援するには、[
ログファイルのダウンロード( Download Log Files) ]をクリックして診断 zip ファイルの作成とダウ
ンロードを行います。 

作成した zip ファイルには、最近の Cisco TMS デバッグ ログ ファイル、Cisco TMS の構成設定の 
XML ファイル、および Windows のアプリケーション イベント ログで検出された Cisco TMS 関連エン
トリが含まれます。

データベース サーバのディスク容量

データベース サーバの各パーティションの空きディスク領域を表示します。これを機能させるため
に、OLE オートメーションの手順のオプションをイネーブルにする必要があります。新規 SQL Server 
2005 のインスタンスの場合、OLE オートメーションの手順は、デフォルトでディセーブルです。このオ
プションをイネーブルにするには、SQL Server の次の SQL 文を実行します。

sp_configure 'show advanced options', 1;
 GO
 RECONFIGURE;
 GO
 sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
 GO
 RECONFIGURE;
 GO

TMS サーバのディスク容量

Web サーバの各パーティションの空きディスク領域を表示します。

データベース ファイルおよびサイズの情報

ここには、データベースに関する情報が表示されます。

データベーステーブルプランの旧データの消去

ここでは、Cisco TMS のログおよびキャッシング情報に使用するデータベース テーブルに関する情報を
表示します。概要には、データベース内の各テーブルに現在存在するエントリの数、およびエントリが自
動的に削除されるまで保存する日数が示されます。 

[編集( Edit) ]リンクをクリックして、自動クリーンアップをイネーブルにするチェックボックスを選択
します。
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各エントリをテーブルに保存する日数を [データを保管する日数( Number of Days to Keep Data) ]フ
ィールドに入力します。

テーブル 説明

エンドポイント/MCU 通
話ログ( Endpoint/MCU 
Call Log)

このログには、エンドポイント/MCU が関与した会議のコール詳細レコードが含まれま
す。

ゲートウェイ/ゲート
キーパーの通話ロ
グ( Gateway/Gatekeeper 
Call Log)

このログには、ゲートウェイ/ゲートキーパーが関与した会議のコール詳細レコードが
含まれます。

フィードバック ロ
グ( Feedback Log)

このログには、Cisco TMS にイベントを送信するすべてのシステムからのイベントとト
ラップが含まれます。詳細については、システムおよびナビゲータからのトラップに関
するシステム [p.227]のレポートのセクションを参照してください。              

注: 数百のエンドポイントがある会社の場合、このログ ファイルのサイズはかなりの
量になることがあるため、古いデータを定期的に削除することを推奨します。

スケジュールされた会議
のキャッシ
ュ( Scheduled 
Conference Cache)

このテーブルには、会議の予約に使用される一時的な情報が含まれます。[スケジュー
ルされた会議のキャッシュ( Scheduled Conference Cache) ] は常にイネーブルです。

ライブスナップショッ
ト( LiveSnapshot)

このテーブルには、Cisco TMS でモニタされた会議のスナップショットが含まれていま
す。

監査ログ( Audit Log) このログには、システム、フォルダ、ユーザ、グループ、および Cisco TMS に対して 
Cisco TMS で実施されたすべての作成、削除、および更新アクションの監査ログが入っ
ています。Cisco TMS の監査ログに関する詳細については、「監査ログ」を参照してく
ださい。

パケット ロス ロ
グ( Packet Loss Log)

このログには、Cisco TMS に報告されたエンドポイントのパケット損失が含まれます。

スケジューラ イベン
ト( Scheduler Events)

このテーブルには、スケジュールされたイベントが含まれます。

スケジュールされた通
話( Scheduled Calls)

これらのフィールドでは、スケジュールされたコールのデータベースのエントリ数を示
します。この設定はデフォルトでディセーブルになっていることに注意してください。

チケット ログ( Ticket 
Log)

このログには、Cisco TMS のシステムのチケットが含まれます。

ユーザ通話ログ( User 
Call Log)

このログには、ゲートウェイまたはゲートキーパーのコール ログにリストされている
会議のユーザの詳細が含まれます。

ログ消去計画( Purge Log Plan)  

Web サーバのログ ファイルに関する情報を表示します。

ログ ファイル 説明

Web ユーザとの対話に関するデバッグ情報を表示します。

ライブサービス( Live 
Service)

すべての会議のデバッグ情報。

Polycom ディレクト
リ( Polycom Directory)

Cisco TMS の電話帳を使用する Polycom エンドポイントのデバッグ情報。

スケジューラ サービ
ス( Scheduler Service)

設定バックアップ、ソフトウェア アップグレード、データベースの再インデックス
付けなどのバックグラウンド ジョブを開始する Windows サービス 
TMSSchedulerService のデバッグ情報。
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ログ ファイル 説明

データベース スキャ
ナ( Database scanner)

Cisco TMS の登録済みシステムを定期的に照会し、Cisco TMS データベースをシステ
ムの現行の設定と通話ステータスで更新する Windows サービス 
TMSDatabaseScannerService のデバッグ情報。

SNMP スキャナ( SNMP 
Scanner)

SNMP のフィードバックのためのデバッグ情報。

Public Web システム、電話帳などの HTTP のフィードバックのデバッグ情報。

TMS サーバ診断サービ
ス( TMS Server 
Diagnostics Service)

TMSServerDiagnostics サービスからのデバッグ/ログ情報。

[編集( Edit) ]をクリックすると、ユーザが自動クリーンアップをイネーブルにし、これらのログを保持
する時間を管理することができます。 

TMS サービス状態( TMS Services Status)

Cisco TMS データベースに対して実行されているすべての Cisco TMS サービスに関する情報を表示しま
す。詳細については、Windows サービス [p.16] を参照してください。

サービス 説明

TMSLiveService Cisco TMS のすべての会議の設定および制御を制御します。

TMSSchedulerService スケジュールされたイベント( ロギングの削除など) を制御します。

TMSPLCMDirectoryService Polycom エンドポイントの電話帳の設定を制御します。

TMSSNMPService SNMP トラップを処理し、新しいシステムがないかネットワークをスキャンします。

TMSDatabaseScannerService 定期的に Cisco TMS の登録済みシステムを照会し、システムの現在の設定および通
話で Cisco TMS データベースをアップデートします。

TMSServerDiagnostics Cisco TMS サーバのヘルスを監視し、サービスが実行されていることや、Cisco TMS 
サーバにディスク容量が十分あること、データベースのサイズが十分であることを
確認します。サーバは問題が発生するとチケットを作成します。チケットは、TMS 
チケットのページで参照できます。

[リストの消去( Clear List) ]は、動作していないサービスと対応するチケットのリストをクリアしま
す。Cisco TMS を実行しているサーバの名前を変更し、古いサーバ名で古いサービスおよびチケットを取
得している場合も、このボタンを使用します。リストは新サーバ名のサービスによって再度読み込まれま
す。
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TMS チケット
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS チケット( TMS Tickets) ]

このページは、開いているすべての Cisco TMS チケットを示します。チケット フラグの情報、警告、お
よびエラー メッセージ。このページに表示されるチケットを定義するには、チケット エラー レベルの管
理 [p.258] に進んでください。

アクション 説明

承
認( Acknowledge)

これは、チケットを承認し、それ以上オープン エラーとしてチケットが表示されないように
します。これを確認するときに、チケットにコメントを追加できます。情報のチケットは承
認された時点で削除されます。

削除( Delete) これにより、永続的にチケットが Cisco TMS から削除されます。
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プロビジョニング拡張機能の診断
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [プロビジョニング拡張機能の診
断( Provisioning Extension Diagnostics) ]

Cisco TMSPE をインストールしてイネーブルにした後、定期的に診断が自動実行されます。管理者による
設定は不要です。手動で診断ヘルス チェックを開始することもできます。

テストは、次について実行されます。

 n Cisco VCS と Cisco TMS の間の接続。

 n サービス間の同期。

 n サービス間の接続。

 n アラームおよびイベントの表示、およびチケットとしての Cisco TMS へのディスパッチ。

診断を手動で実行するには、[ヘルス チェックを実行( Run Health Check) ]をクリックします。このボ
タンは、Cisco TMSPE のすべてのモジュールの診断を開始します。[システムの状態( System Status) ]
リストおよびアクティブなすべての Cisco VCS のリストが更新されます。

アラーム

ここでは、Cisco TMSPE で発生したアラームのリストを表示します。各アラームの詳細については、右側
の [詳細( Details) ]ボタンをクリックします。

Cisco TMSPE 診断によって生成されたすべてのアラームおよび警告は Cisco TMS にチケットを生成しま
す。

システムの状態

この表では、カラー サークルは、どのシステムでどの診断を実行するかを示します。カラー サークルが
ないことはテストが適用されないことを示します。 

サークルには次のものがあります。

 n 緑: ステータスが OK です。

 n オレンジ: 診断のタスクがまだ開始されていません。

 n 赤: システムに警告または重大なエラーがあります。

 n グレー: 診断のタスクがアイドル状態か無効です。

 n 青: 診断のタスクが進行中です。

診断は、次のシステム上で動作します。

 n ユーザ リポジトリ

 n デバイス リポジトリ 

 n ユーザ リポジトリからインポートされたユーザ設定

 n 電話帳( Phone Book)  

 n 使用中の場合は、FindMe

 n 診断

VCS 通信

ここでは、それぞれの Cisco VCS とクラスタ名の情報を表示します。

[最後のコール時刻( Last Call Time) ]最後の時刻は、Cisco VCS と Cisco TMS の最後の通信日時で
す。
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監査ログ
Cisco TMS で、次の手順を実行します。 [管理ツール( Administrative Tools) ] > [監査ログ( Audit Log) ]

監査ログは、Cisco TMS でオブジェクトに加えられた変更を示します。 

ログにリストされている操作または変更:

 n 作成( Create)

 n 更新( Update)

 n 削除( Delete)

変更情報を表示可能なオブジェクト タイプ:

 n フォルダ( Folders)

 n グループ( Groups)

 n システム( Systems)

 n システム バックアップ( System Backups)

 n TMS 設定( TMS Settings)

 n ユーザ( Users)

 n ログ消去計画( Purge Log Plan)

 n 電話帳( Phone Book)

監査ログのイネーブル化およびディセーブル化は、[管理ツール( Administrative tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [一般設定( General Settings) ] で行います。監査ロギング データを表示
するためには、[監査の有効化( Enable Auditing) ]を [はい( Yes) ]に設定する必要があります。 

この設定を上書きするには、[TMS ツール( TMS Tools) ] > [詳細セキュリティ設定( Advanced 
Security Settings) ] に進んで [監査を常に有効にする( Auditing Always Enabled) ]を選択しま
す。この設定がオンになっている場合、[一般設定( General Settings) ]の [監査の有効化( Enable 
Auditing) ]はグレー表示になります。

監査ログには次が含まれます。

カラム 説明

日付および時刻( Date and 
Time)

変更が行われた日付と時刻。

ユーザー名( Username) 変更を行ったユーザのユーザ名。

オブジェクト オペレーショ
ン( Object Operation)

オブジェクトの変更のタイプ。上記の動作タイプを表示できます。

オブジェクト カテゴリ( Object 
Category)

変更を実行したオブジェクトのタイプ。上記のオブジェクト タイプを表示で
きます。

オブジェクト名( Object Name) 変更が行われたシステムの名前。このフィールドは、フリー テキスト検索に
使用できます。

属性名( Attribute Name) 変更された属性の名前。

新しい値( New Value) [属性名( Attribute Name) ]の現在の値( 該当する場合) です。

サービス名( Service Name) サービス( TMSWeb、TMSWebPublic やその他のサービス) の名前。

元のホスト アドレス( Origin 
Host-Address)

変更が行われたホスト マシンの IP アドレス。サービス ユーザが変更を行っ
た場合は、このフィールドは空白です。

監査ログをフィルタリングするには、次を指定します。

 n [開始日( Start Date) ]と[終了日( End Date) ]

 n ユーザ( User)
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 n オブジェクト名( Object Name)

 n オブジェクト タイプ( Object Type)

 n 元のホスト アドレス( Origin Host-Address)

 n オペレーション名( Operation Name)

ユーザ グループ単位で監査ログへのアクセスを設定できます。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [ユーザ管理( User Administration) ] > [グルー
プ( Groups) ] に移動します。

 2. グループのドロップダウン メニューで、[権限の設定( Set permissions) ]をクリックします。

 3. [管理ツール( Administrative Tools) ]で、[監査ログ( Audit Log) ]チェックボックスをオンにし
ます。

監査ログのサイズを制限するために、監査ログ データをデータベースから削除する頻度を指定できます。

 1. [管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS サーバ メンテナンス( TMS Server 
Maintenance) ]に移動します。

 2. [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) ]                
セクションを展開します。

 3. [監査ログ( Audit Log) ]フィールドの横にある [編集( Edit) ]をクリックします。

 4. [データを保管する日数( Number of Days to Keep Data) ]フィールドを編集します。

 5. [更新( Update) ]をクリックします。
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TMS ツール

TMS ツールは、Cisco TMS の一部としてインストールされる管理者用プログラムで、Cisco TMS サーバ
で [スタート( Start) ] > [プログラム( Programs) ] > [Cisco TelePresence Management Suite] 
> [TMS ツール( TMS Tools) ]で実行されます。設定変更、Cisco TMS 導入のセキュリティ レベルの変
更、およびトラブルシューティング ツールの実行ができます。 

TMS ツールで行った変更によって、Cisco TMS アプリケーションの一部へのアクセスが制限されたり、場
合によっては、アプリケーションが完全に機能しなくなったりすることがあります。

TMS ツールによる設定の変更は、経験豊富な Windows および Cisco TMS 管理者が実行する必要があり
ます。

構成 291
セキュリティ設定 294
ユーティリティ 296
診断ツール 297
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構成

データベース接続の設定

ここで、Cisco TMS または Cisco TMS プロビジョニング拡張( TMSPE) SQL データベースの場所、およ
び Cisco TMS が接続に使用するクレデンシャルを指定します。

TMS データベース接続の設定

Windows 認証および Cisco TMS データベースの前提条件

Windows 認証を使用する場合は、TMS データベース設定を編集する前に、次のアカウントにデータベース
への db_owner アクセス権があることを確認してください。

 n Cisco TMS サーバへのログインに使用するアカウント

 n TMS サービスがログインに使用するアカウント

 n IIS AppPool アカウント

TMS ツールで [Windows 認証( Windows Authentication) ]を選択する前に、Cisco TMS が SQL デー
タベースへの Windows 認証を使用するための次の手順を完了します。

 1. 新しい Active Directory サービス アカウント( たとえば tms-databaseservice) を作成します。

 2. SQL Server で、tms-databaseservice の新しいログインを作成します。

 3. SQL Server で、tmsng データベースの新しいユーザを作成します。 
 a. tms-databaseservice ログインとユーザを関連付けます。
 b. ユーザに db_owner 権限を割り当てます。

 4. SQL Server で、TMS の IIS アプリケーション プールを実行するユーザ アカウント用の新しいログ
インを作成します。 

 l Windows 2003( IIS 6) では、デフォルト アカウントは NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE です。 
 l Windows 2008( IIS 7) では、デフォルト アカウントは IIS APPPOOL\TMSNet40AppPool です。 
 TMS の IIS アプリケーション プールが実行されるユーザ アカウントは、TMS の log-web ファイル
を開いて確認できます。最初のエントリは「TMS Version 14.2 (IIS APPPOOL\TMSNet40AppPool)」
です。

 5. SQL Server で、tmsng データベースの新しいユーザを作成します。 
 a. 上記の手順 4 で作成したログインとユーザを関連付けます。
 b. ユーザに db_owner 権限を割り当てます。

 6. 6 本の TMS サービスをすべて tms-databaseservice としてログインするように変更し、再起動しま
す。

 7. IIS を再起動します。

Windows 認証だけを使用するように、SQL サーバの SQL Server 認証をディセーブルにできます。

注：ディセーブルにすることを選択した場合は、Cisco TMS をアップグレードする前に、SQL サーバの 
SQL 認証を再度イネーブルにして、TMS ツールで認証を SQL に戻す必要があります。

データベースの設定( Database Settings)

フィールド 説明

データベース サー
バ\インスタン
ス( Database 
Server\Instance)

このフィールドは、現在 Cisco TMS が使用しているデータベース サーバおよびインスタン
スを示します。Cisco TMS アプリケーションが異なるサーバまたはインスタンスを指す場合
は、この設定を変更します。
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フィールド 説明

データベース
名( Database 
Name)

Cisco TMS データベース名はデフォルトで tmsng  です。データベース名が SQL で変更され
た場合、これを変更する必要がありますが、アップグレードできるのは名前が tmsng の TMS 
データベースだけであるため、データベース名を変更することは推奨しません。名前が 
tmsng でないデータベースに対して試行されたアップグレードは失敗します。

注：このフィールドでデータベース名を変更しても、SQL データベースの名前は変更されま
せん。このデータベース名を SQL のデータベース名と異なるものに変更すると、Cisco TMS 
がこのデータベースとの接続を失い、完全に動作しなくなります。

認証

Windows 認証( Windows Authentication)

Windows 認証はローカル SQL サーバ/データベース アカウントの代わりに集中管理されたアカウントを
使用することで、データベースのセキュリティおよび管理を改善します。

[TMS データベース接続の設定( TMS Database Connection Settings) ]を [Windows 認証( Windows 
Authentication) ]に変更し、[OK]をクリックすると、TMS ツールは、サービスを実行するアカウントと 
IIS アプリケーション プール アカウントが Windows 認証を使用してデータベースに接続できることを
確認します。

データベース アクセスを必要とする TMS ツールの次の設定は、サーバへのログインに使用したユーザに
適切な SQL サーバ アクセス権がない場合、グレーアウトされます。

SQL サーバ認証( SQL Server Authentication)

sa アカウントとパスワードは、Cisco TMS のインストール時に使用する必要があります。その後アカウ
ントは、Cisco TMS が SQL サーバ認証を使用してデータベースにアクセスするために使用する、より低
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い特権のアカウントにここで変更することができます。

プロビジョニング拡張データベース接続の設定

データベースの設定( Database Settings)

フィールド 説明

データベース サー
バ\インスタン
ス( Database 
Server\Instance)

このフィールドは、現在 Cisco TMSPE  が使用しているデータベース サーバおよびインスタ
ンスを示します。Cisco TMSPE が、異なるサーバまたはインスタンスを指す場合は、この設
定を変更します。

データベース
名( Database 
Name)

Cisco TMSPE データベース名はデフォルトで tmspe  です。データベース名が SQL で変更さ
れた場合、これを変更する必要がありますが、アップグレードできるのは名前が tmspe の
データベースだけであるため、データベース名を変更することは推奨しません。名前が 
tmspe でないデータベースに対して試行されたアップグレードは失敗します。

注：このフィールドでデータベース名を変更しても、SQL データベースの名前は変更されま
せん。このデータベース名を SQL のデータベース名と異なるものに変更すると、Cisco TMS 
がこのデータベースとの接続を失い、Cisco TMSPE は完全に動作しなくなります。

認証

 n Windows 認証は、[ユーザ名( Username) ]フィールドに domain\username 形式を使用することで設
定できます。 

 n \ のないユーザ名文字列は SQL 認証を使用します。

ディレクトリの場所

ソフトウェア FTP ディレクトリ( Software FTP Directory)

システム アップグレード用のソフトウェアの保存場所は、[ソフトウェアの FTP ディレクト
リ( Software FTP Directory) ] を編集して指定できます。ここで指定したディレクトリがすでに存在
し、TMS のサービス アカウントに書き込みアクセス権がある必要があります。システム アップグレード
機能は、Cisco のシステムをアップグレードするために、この場所に保存されているソフトウェアを使用
できます。

このロケーション パスは、[管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [
一般設定( General Settings) ]>   [ソフトウェア FTP ディレクトリ( Software FTP 
Directory) ]( Cisco TMS アプリケーションの) でも表示できます。

フィールドが空白の場合、Cisco TMS はデフォルト値の C:\Program Files 
(x86)\TANDBERG\TMS\wwwtms\public\data\SystemSoftware\ を使用します。

Cisco TMS の以前のバージョンからアップグレードする場合、以前のバージョンで使用されたパスは変更
されません。
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セキュリティ設定

暗号化キー

セキュリティを強化するために、データベースに保存されているすべてのクレデンシャルが暗号化されま
す。Cisco TMS のインストール中に、暗号キーを生成するか、提供するかを尋ねられます。 

[キー( Key) ]フィールドに、Cisco TMS がデータベースのデータを復号化するために使用するキーが表
示されます。 

注意：このキーを削除または変更した場合、Cisco TMSは、会議の起動、システムの管理、システムから
のフィードバック データの取得、電子メールの送信に、これらのクレデンシャルを使用できなくなりま
す。 

ツールを実行して、現在の暗号キーで復号化できないすべてのクレデンシャルを識別し、これらすべての
クレデンシャルをブランクに設定、または、Cisco TMS が認識する場合、そのシステムのデフォルトの
ユーザ名とパスワードに設定できます( たとえば、MXP システムの場合は admin と TANDBERG) 。

TLS クライアント証明書

システムへの発信接続を開始するときに、Cisco TMS は、アイデンティティを確認するために TLS 証明
書を提供できます。

ここには、サーバの個人用信頼ストアで現在使用可能な証明書が表示され、上記のように選択して使用で
きます。

ここに証明書が表示されない場合は、TMS ツールを実行するために使用しているアカウントに、証明書の
秘密キーへの読み取りアクセス権があることを確認します。

また、TMS サービスがログインに使用するすべてのアカウントに、証明書の秘密キーへの読み取りアクセ
ス権があることを確認する必要があります。

証明書の管理の詳細については、『Microsoft Technet: Manage Certificates』を参照してください。

拡張セキュリティ設定

これらの設定を変更すると、Cisco TMS が削減された機能で、セキュリティの高いモードで動作するよう
にできます。

これらの設定は、必ず、Cisco TMS 管理者が変更する必要があります。

これらの設定を不正に適用すると、Cisco TMS が完全に停止することがあります。

セクションおよびフ
ィールド

説明

オプション機能コント
ロール( Optional 
Features Control)

 

プロビジョニングのデ
ィセーブル
化( Disable 
Provisioning)

 n Cisco TMS アプリケーションから [システム( Systems) ] > [プロビジョニン
グ( Provisioning) ]メニュー オプションを削除します。

 n TMS プロビジョニング拡張サービスの実行が停止します。 

 n [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [一般設
定( General Settings) ]>   [プロビジョニング モード( Provisioning Mode) ]オプ
ションが、プロビジョニングをここからアクティブ化できないようにグレー表示にな
ります。
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セクションおよびフ
ィールド

説明

SNMP のディセーブル
化( Disable SNMP)

 n Cisco TMS アプリケーションの SNMP 通信をディセーブルにします。 

 n [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワー
ク設定( Network Settings) ]のすべての SNMP フィールドがグレー表示になります。
選択解除すると、以前の値に戻ります。

監査( Auditing)  

常に監査をイネーブル
化( Auditing Always 
Enabled)

 n Cisco TMS アプリケーションで実行されるすべての操作の監査をイネーブルにしま
す。 

 n [管理ツール( Administrative Tools) ]> [一般設定( General Settings) ] > [監査
の有効化( Enable Auditing) ]の設定を上書きします。

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)

 n ( 社内電話帳にアクセスする、または CDR フィードバックを提供するために) Cisco 
TMS サーバ上の Public IIS フォルダにアクセスするとき、システムがアイデンティ
ティ確認のために証明書を提供する必要があります。Cisco TMS は、その後、証明書
の一般名( CN) フィールドに対してシステムのホスト名をチェックします。

 n [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワー
ク設定( Network Settings) ] > [機密保護機能付き専用装置通信( Secure-Only 
Device Communication) ]の次の設定がイネーブルになり、グレーアウトされます。        
 l 機密保護機能付き専用装置通信( Secure-Only Device Communication)
 l 証明書の妥当性を確認( Validate Certificates)

この設定をイネーブルにしてからディセーブルにすると、[機密保護機能付き専用装置通
信( Secure-Only Device Communication) ]セクションがグレー表示でなくなりますが、
手動で変更するまで設定はイネーブルのままです。

注：この設定を有効にするには、先にビデオ ネットワークに証明書管理を実装する必要
があります。

証明書失効チェックの
イネーブル化( Enable 
Certificate 
Revocation Check)

失効チェックのビルトイン Windows 機能を使用して、Cisco TMS が通信するすべてのシ
ステムで証明書の有効性を確認します。

バナー( Banners)  

Web ページとドキュメ
ントのバ
ナー( Banners on Web 
Pages and 
Documents)

以下にバナーを追加します。

 n Cisco TMS アプリケーション Web サイト。

 n Cisco TMS からエクスポートした PDF および Microsoft Excel ドキュメント。 
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ユーティリティ

ユーザ ドメインの変更

Cisco TMS サーバがメンバで Windows ドメインの名前が変わった場合、または Cisco TMS サーバがド
メインに存在せず、サーバのホスト名が変更された場合、ここで Cisco TMS に変更を認識させることが
できます。

行った変更は、Cisco TMS のユーザ名のみに適用され、ドメイン自体のユーザ アカウントには適用され
ません。

電話帳の生成

[システム( Systems) ] > [ナビゲータ( Navigator) ]のフォルダ構造に基づいて、フォルダとそれに対
応する電話帳ソースから電話帳を生成できます。

注意：Cisco TMS の電話帳ソースから電話帳を作成することを推奨します。電話帳の作成および管理 
[p.195] を参照してください。

 1. Cisco TMS サーバで TMS ツールを開きます。

 2. [ユーティリティ( Utilities) ]メニューから、[電話帳の生成( Generate Phone Book) ]を選択しま
す。

 3. 電話帳の名前を入力します。

 4. [OK]をクリックします。

電話帳およびソースを生成するバックグラウンド ジョブがスケジュールされます。

電話帳は、Cisco TMS の [電話帳( Phone Books) ] > [電話帳の管理( Manage Phone Books) ]で表示
されます。

上記の手順を複数回実行しても、前に作成された電話帳またはソースは上書きされません。重複する一連
の電話帳とソースが生成されるため、生成された不要な電話帳とソースは手動で 1 つずつ削除する必要が
あります。
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診断ツール

SNMP 接続確認ツール

特定のレガシー システムを Cisco TMS に追加するときは、SNMP が使用されます。Cisco TMS にシステ
ムを追加できない場合は、このツールを使用して、Cisco TMS が SNMP を使用してシステムにアクセスで
きるかどうかを判断できます。

 n [IP アドレス( IP Address) ]：チェックするシステムのIP アドレス

 n [SNMP Read コミュニティ名( SNMP Read CommunityName) ]：Cisco TMS  > [管理ツー
ル( Administrative Tools) ] > [構成( 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) ] > [SNMP コ
ミュニティ名( SNMP Community Name) ]で設定したコミュニティ名。これは、システム自体で設定した
コミュニティ名に対応します。

 n [SNMP タイムアウト( ミリ秒) ( SNMP Timeout (ms)) ]：Cisco TMS がSNMP 経由によるシステムへ
の接続試行を中止するまでの秒数。

暗号化キーの不一致を検出するデータベース スキャン

 n [スキャン( Scan) ]：SQL データベースをスキャンして、変更された暗号キーの影響を受ける暗号化さ
れたすべてのクレデンシャルのリストを取得します( 参照) 。

 n [クリーンアップ( Cleanup) ]：スキャンで見つかったすべてのデータをそのシステムのデフォルトの
クレデンシャルに設定、または値を完全に削除します。

 n [閉じる( Close) ]：ウィンドウを閉じます。

TMS チケットは暗号キーが変更された場合に生成されます。チケットはクリーンアップで削除されます。

電話帳の送信元および WebEx のクレデンシャルは、クリーンアップでリセットされないことに注意して
ください。
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冗長な展開

Cisco TMS は、冗長構成での展開をサポートし、アプリケーションの可用性を高めています。 

この章では、サポートされる 2 つの冗長なシナリオで Cisco TMS を展開することの要件、設定、および
制限について説明します。

 n ロード バランサによる展開

 n ホット スタンバイの展開

読者は Cisco TMS、Cisco TMS のインストール、Windows Server オペレーティング システムについて
理解し、コンピュータ ネットワーキングとネットワーク プロトコルの高度な知識を持っていると想定し
ています。

事前情報 299
ロード バランサによる展開 300
ホット スタンバイの展開 308
データベースの冗長性 312
ACE 設定例 314
同期するローカルファイル 318
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事前情報

管理対象システムとの通信

管理対象システムと Cisco TMS の通信方法を理解することは、Cisco TMS の冗長構成を理解するうえで
重要です。詳細については、「Cisco TMS と管理対象システムの通信方法 [p.61]」を参照してくださ
い。

サポートされる構成

自動フェールオーバー プロセスによる完全冗長 Cisco TMS 配置では、前面に Network Load 
Balancer( NLB) を備えた 2 台の Cisco TMS サーバを設定する必要があります。Cisco では、2 台の 
Cisco TMS サーバ間のロード バランシングの IP トラフィックに Cisco ACE 4710 アプリケーション 
コントロール エンジン アプライアンスを使用することを推奨しています。したがって、このマニュアル
では ACE 4710 アプライアンスとともに Cisco TMS を配置する方法について説明します。 

この章では、ホット スタンバイ モデルを使用して 2 台 Cisco TMS サーバを配置する方法について説明
します。 

2 台の冗長性モデルのいずれかを展開することを選択するかに関係なく、3 つ以上の Cisco TMS サーバ
を使用することはできません。冗長設定で 3 台以上の Cisco TMS サーバを配置することは、Cisco に
よってテストもサポートもされていません。 

2 台の Cisco TMS サーバを配置すると、Cisco TMS のアベイラビリティは向上しますが、Cisco TMS 
のスケーラビリティが増加することはまったくありません。

代替設定による他のモデルのロード バランサは Cisco TMS と動作する場合がありますが、Cisco によ
ってテストされていません。

ライセンシング

1 つのライブ データベースだけが冗長 Cisco TMS 実装で使用できるため、両方のサーバで同じ Cisco 
TMS シリアル番号と同じリリースおよびオプション キー セットが使用されます。

データベースの冗長性

Cisco TMS は、その SQL データベースに大きく依存するため、十分な復元力のある Cisco TMS ソリ
ューションでは、SQL Server 2008 によって提供されるハイ アベイラビリティ技術の 1 つも使用しま
す。SQL Server 2008 のハイ アベイラビリティの代替方法を完全に文書化することは、この章の範囲外
ですが、2 つの関連した SQL Server 冗長モデルを、「データベースの冗長性 [p.312]」セクションで
該当する Microsoft の資料への参照とともに簡単に説明します。

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension

冗長環境での Cisco TMSPE の実装は、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension Deployment Guide 』で説明されています。
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ロード バランサによる展開
Network Load Balancer( NLB) で 2 つの Cisco TMS サーバ( このコンテキストでは「ノード」とも呼
ばれる) を設定すると、完全自動フェールオーバーによる本当の冗長性を備えた Cisco TMS 設定が提供
されます。 

この展開は、「データベースの冗長性 [p.312]」セクションの説明に従って、ハイ アベイラビリティ 
SQL Server オプションと組み合わせることができます。

Cisco TMS により管理されるシステムからの要求は、トラフィックが管理対象システムから直接到達する
ように見えるように、透過的に NLB を通過します ( 「Cisco TMS と管理対象システムの通信方法 
[p.61]」を参照してください) 。

推奨されるハードウェア

Cisco ACE 4710 アプリケーション コントロール エンジン アプライアンスを使用することを推奨しま
す。ACE は、Cisco TMS と動作することがテストおよび検証済みの唯一のロード バランサです。

ACE アプライアンスを設定および管理する方法について完全に文書化することは、このマニュアルの範囲
外ですが、サンプルの Cisco TMS 互換 ACE 設定を、参照のために「ACE 設定例 [p.314]」に含めてあ
ります。

( 詳細については、『Cisco ACE 4700 Series Application Control Engine Appliance』のマニュア
ルを参照してください) 。

Active Directory およびユーザ認証要件

 n 両方 Cisco TMS サーバは、同じ Windows ドメインのメンバーである必要があります。

 n すべての Cisco TMS ユーザが、Active Directory からインポートされ、それを使用して認証される
必要があります。

 n ローカル ユーザ アカウントを使用することは、この冗長モデルではサポートされません。

管理対象システムとの通信

Cisco TMS ACE 4710 アプリケーション コントロール エンジン アプライアンスなどのロード バランサ
の背後に 2 台の Cisco サーバを配置する場合は、1 つの仮想 IP アドレスを NLB に割り当て、1 つの 
IP アドレスを 2 台の Cisco TMS サーバのそれぞれに割り当てる必要があります。

NLB の仮想 IP アドレスを指している DNS エントリを作成する必要があります。

NLB のホスト名および IP アドレスは、「システムが Cisco TMS にアクセスするために使用するアドレ
ス [p.61]」で説明されている Cisco TMS の [ネットワーク設定( Network Settings) ]ページのフ
ィールドに入力する必要があります。

この設定方法については、「ロード バランサによる展開 [p.300]」を参照してください。

[ネットワーク設定( Network Settings) ]の IP アドレスおよびホスト名の値を変更すると、データ
ベース スキャナ サービスは、その新しいネットワーク設定を管理対象システムに適用します。続いてシ
ステムは、NLB にトラフィックを送り始め、NLB から Cisco TMS サーバに要求が転送されます。

{Cisco TMS および管理対象システム間のすべての通信は NLB を通過します。これは、サーバがデフォル
ト ゲートウェイとして NLB を使用する一方で、異なる VLAN に Cisco TMS および管理対象システムを
保持することによって実現されます。

システムが [LAN で接続可能( Reachable on LAN) ]、[パブリックインターネット上で接続可
能( Reachable on Public Internet) ]、または [ファイアウォールの背後( BehindFirewall) ]のい
ずれであるかを判断するための Cisco TMS のロジックは、ロード バランサを設定する方法を指示しま
す。システムを [ファイアウォールの背後( Behind Firewall) ]ステータスにすることは制限的である
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ため、管理対象システムからのすべてのトラフィックが NLB からではなく管理対象システムから直接来
ているように Cisco TMS に見えるようにロード バランサを設定する必要があります。または、[管理
ツール( Administrative Tools ) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network 
Settings) ]>    [Update System Connectivity for Systems]を [手動( Manual) ]に設定して、手動
でシステムの接続ステータスを設定することもできます。ただし、システムの接続性を手動で管理するの
ではなく、この設定を [自動( Automatic) ]のままにしておくことを推奨します。

アーキテクチャの概要とネットワークの図

設定例

次の例では、次の値が使用されます。

デバイス IP アドレス ホストネーム

ACE 仮想 IP 10.0.200.40 tms.example.com

tms01 10.0.200.50 tms01.example.com

tms02 10.0.200.60 tms02.example.com

SQL Server： 10.0.200.70 sql01.example.com

表 1: VLAN200

デバイス IP アドレス ホストネーム

管理対象システムとユーザ 10.0.100.0/24  

表 2: VLAN100

 n VLAN200 および VLAN100 という 2 つの仮想 LAN があります。

 n ACE は VLAN200 で設定されます。

 n 2 台の Cisco TMS サーバ( 10.0.200.50 の tms01 および 10.0.200.60 の tms02) は VLAN200 で
設定されます。

 n すべてのクライアント( 管理対象システムおよびユーザ) は VLAN100 で設定されています。クライア
ントは、ロード バランスされた Cisco TMS サーバと同じ VLAN には存在できません。

 n ACE の仮想 IP アドレスへのすべてのトラフィックは、2 台の Cisco TMS サーバのいずれかに転送さ
れます。

 n 管理対象システムとユーザはすべて、Cisco TMS との通信時に ACE の仮想 IP アドレスを使用しま
す。

 n 両方の Cisco TMS サーバのデフォルト ゲートウェイは、VLAN200 にある ACE の IP アドレスに設定
され、送受信される Cisco TMS との間で送受信されるすべてのトラフィックが確実にロード バランシ
ングされるようにします。

データベース

 n 2 台の Cisco TMS サーバは、共通の外部 tmsng データベースを共有します。 

 n 両方の Cisco TMS サーバが同時にデータベースでデータの読み取り/書き込みを行う場合、SQL 
Server をホストするサーバには、1 台の Cisco TMS サーバのみで使用される場合より強力なハードウ
ェアが必要です。

 n データベース サーバは、ACE ロード バランサをバイパスして、Cisco TMS サーバと直接通信します。 
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インストールと設定

tms01 への Cisco TMS のインストール

 1. Cisco TMS をインストールする前に、外部サーバ上に SQL サーバ インスタンスを設定します。 

 2. 『Cisco TelePresence Management Suite Installation and Getting Started Guide』に記載さ
れている手順を使用して、最初のノードに Cisco TMS をインストールします。 

 3. [カスタム( Custom) ] インストール モードを使用し、外部データベース サーバに Cisco TMS を向
けます。 

 4. インストール中に生成された暗号キーを書き留めておきます。

 5. HTTPS をインストール中に有効にする場合は、tms.example.com に対して発行された証明書を使用し
ます。

 6. サーバが再起動したら、正常に動作することを確認するために Cisco TMS Web アプリケーションにロ
グインします。

tms02 への Cisco TMS のインストール

 1. tms02 のサービス パック レベルを含むオペレーティング システムが正確に tms01 上のものと同じ
であることを確認します。 

 2. 両方のサーバが同じタイム ゾーンに設定されていることを確認します。

 3. tms01 の設定時と同じ外部データベース サーバおよびインストール ディレクトリを使用して Cisco 
TMS をインストールします。同じバージョンの Cisco TMS をインストールします。

 4. tms01 のインストール中に生成された暗号キーを入力します。

 5. HTTPS が tms01 へのインストール中にイネーブルだった場合は、tms01 で使用されたのと同じ証明書
を使用します。

 6. サーバが再起動したら、正常に動作することを確認するために Cisco TMS Web アプリケーションにロ
グインします。
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Network Load Balancer の設定

第 2 ノードが動作可能になったら、Network Load Balancer を設定します。Cisco ACE 4710 アプリ
ケーション コントロール エンジン アプライアンスの場合、これには次を設定することが含まれます。

 n 仮想サーバ

 n 実サーバ

 n サーバ ファーム

 n ヘルス モニタリング

 n スティッキ性

参照の ACE 設定については、「ACE 設定例 [p.314]」を参照してください。

Cisco TMS の設定

ノードの一方において：

 1. Cisco TMS アプリケーションで [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]に移動します。

 2. 次の IP アドレスとホスト名を、NLB の仮想 IP アドレスとホスト名に変更します。             
 l [イベント通知( Event Notification) ] > [SNMP トラップ ホスト IP アドレス( SNMP Trap 

host IP Address) ]
 l [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on 

Internal LAN) ]：すべてのフィールド
 l 公共インターネット/ファイアウォール外のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 

Settings for Systems on Public Internet/Behind Firewall)

両方のノードにおいて：

 1. Windows サーバの [コントロール パネル( Control Panel) ]に移動します。 

 2. [ネットワーク設定( Network Settings) ]で NLB の IP アドレスになるデフォルト ゲートウェイを
変更します。 

 3. Cisco TMS サーバが管理対象システムにまたはその逆に到達できることを確認します。

ローカルファイルの同期

Cisco TMS によって使用される一部のカスタマイズ可能なファイルは、tmsng データベースではな
く、Windows サーバのローカル ファイル システムに保存されます。 これらのファイルを保存するフォ
ルダは 2 つのノード間で同期しておく必要があります。 同期する必要があるフォルダの詳細なリストに
ついては、「同期するローカルファイル [p.318]」を参照してください。 

フォルダを同期する優先方法を使用します。たとえば、2 つのノード間でファイルをコピーするために 
xcopy/robocopy を使用するシェル スクリプトを作成できます。

任意の手順：TLS クライアント証明書の使用のイネーブル化

展開で TLS クライアント証明書の使用を選択していない場合は、以下を確認する必要があります。

 n 同じオプションが両方のサーバの TMS Tools で選択されます。

 n 両方のサーバにインポートされる TLS 証明書は同じです。

 n 両方のサーバが証明書の失効に同じ機能を使用します。

詳細については、「 TMS ツール [p.290]」を参照してください。
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ネットワーク ロード バランサ、プロトコル、およびプローブ

HTTP/HTTPS/SNMP：スティッキ接続

HTTP および HTTPS 接続、および SNMP トラップを、スティッキ接続を使用する Cisco TMS サーバに転
送するように NLB を設定します。 

スティッキ接続を使用すると、クライアント IP アドレスからの新しい接続が、そのアドレスから以前の
接続を受信した同じ Cisco TMS ノードに確実に割り当てられます。 

トラフィックは、両方のサーバではなく、1 台のサーバに転送する必要があります。

その他のプロトコル

SSH、FTP などの他のプロトコルは、Cisco TMS 側から開始されます。NLB の特別な設定は、これらのプ
ロトコルには必要ではありません。

プローブ

プローブは、特定のサービスがまだ応答しているかどうかを調べるために、NLB からノードに送信される
要求です。 

プローブが失敗するたびにロード バランサは、ノードが少なくとも一部は機能していると想定し、他の
ノードにすべてのトラフィックを転送し、ネットワーク管理者に通知します。 

Cisco TMS Web アプリケーション( /tms) をプローブすることを推奨します。

プローブ専用の新しいドメイン サービス アカウントを作成してください。 

このサービス アカウントには、 Cisco TMS 自体での特定の権限は必要でないため、「ユーザ」グループ
のみのメンバーにすることができます。ただし、Cisco TMS にログインするには、IIS により認証される
必要があります。

Cisco TMSPE を使用している場合は、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning 
Extension Deployment Guide』 で Cisco TMSPE のブローブの説明を参照してください。

設定例については、「ACE 設定例 [p.314]」を参照してください。

スケジュール設定したタスク

Cisco TMS の一部のタスクはスケジュールされます。 

その例を次に示します。

 n ゲートキーパー登録リストの電話帳ソースの更新

 n 管理対象システムへの構成テンプレートのプッシュ

 n ユーザ ディレクトリのミラーリング 

このようなタスクは、2 つの Cisco TMS ノードの一方にランダムに割り当てられます。

いずれのノードにタスクが割り当てられているかを確認するには、tmsng データベースの 
SchedulerEvent テーブルの PrimaryServerId 列に移動します。
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 n 特定のタスクの PrimaryServerId のフィールドが空の場合、タスクは、タスクの開始がスケジューリ
ングされた後でタスクについてデータベースをポーリングする最初のノードによって実行されます。

 n 特定のタスクの PrimaryServerId フィールドが動作可能ノードを示している場合、そのノードは、タ
スクの開始がスケジューリングされるとすぐにそのタスクを選択します。

 n 特定のタスクの PrimaryServerId のフィールドが動作不能ノードを示している場合は、他方のノード
が 60 秒後にそのタスクを選択し、それを実行します。

Cisco TMS はサーバ負荷に基づいてノードにタスクを直接割り当てることはありません。他方のノード
は、元のノードがこのようなに重い負荷状態にあるため新しいタスクについてデータベースにポーリング
できない場合にタスクを選択します。これは、同様のバランシング メカニズムを提供します。

他方のノードは元の割り当て先がそのタスクの実行中に失敗した場合には、そのタスクを選択して再実行
しません。

ライブ サービスおよび会議制御センター

会議は Cisco TMS で予約されると、2 つのノードのいずれかでライブ サービスに割り当てられます。ラ
イブ サービスは、会議に関するデータを収集します。これは、Cisco TMS で [モニタリン
グ( Monitoring) ] > [会議制御センター( Conference Control Center) ]に表示されます。

会議が tms01 のライブ サービスに所有されているが、ロード バランサが、会議の参加者の 1 人からの
フィードバックを tms02 に転送する場合、tms02 は、リモート プロシージャ コール( RPC) を使用し
て tms01 に情報を渡します。 

tms01 にログインしているユーザが、会議制御センター( CCC) で tms02 が所有する進行中の会議を変更
する場合は、次のようになります。 

 1. tms01 は、RPC を使用して tms02 に変更を送信します。

 2. 次に、tms02 のライブ サービスは、会議に関わっているシステムに変更を指示します。

ライブ サービスは、RPC に TCP ポート 8085 を使用します。CCC での変更がノード間で伝播されるま
でに時間がかかる場合は、次の手順に従います。

 1. ファイアウォールがポート 8085 でトラフィックをブロックしていないかどうかを確認します。 

 2. Cisco TMS サーバの両方がポート 8085 でリッスンしていることを確認します。             
 l コマンド シェルを開き、両方のサーバで netstat -a - n | findstr :8085 コマンドを実行

します。
 l Telnet( telnet tms01.example.com 8085) を使用して接続し、その接続が拒否されないこと

を確認します。

どのノードが進行中の会議とその参加者を所有しているかを確認するには、tmsng データベースにある 
LiveStatusData テーブルの RunningServer 列を調べます。このフィールドには、「tms01」また
は「tms02」が含まれます。
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この先 15 分以上に開始するようにスケジュールされた会議は、「スケジュール設定したタスク 
[p.304]」で説明されているように、SchedulerEvent テーブルに保存されます。ここ
で、PrimaryServerId 値を調べると、どのノードが会議を制御するかを確認できます。 

この先 15 分経たないうちに開始するようにスケジュールされた会議は、SchedulerEvent テーブルには
書き込まれず、会議がスケジュールされているノードのライブ サービスに直接割り当てられます。

Cisco TMS のアップグレード

最新のソフトウェア バージョンへの Cisco TMS のアップグレードは、アップグレードによってユーザが
短い間、Cisco TMS を使用できなくなるため、メンテナンス ウィンドウで実行する必要があります。

2 つの Cisco TMS ノードは、共通のデータベースを共有するため、常時同じソフトウェア バージョンを
実行する必要があります。したがって、一方のノードを一度にアップグレードし、他方のノードがシステ
ムおよびユーザに対して機能できる状態を保つことは不可能です。

 1. 両方の Cisco TMS Windows サーバにログインします。 

 2. ローカル ファイルの同期を一時的に停止するためにファイル複製を無効にします。

 3. 両方のノードのすべての TMS サービス、IIS サービスを停止します。 

 4. 一方のノードを新しいソフトウェア バージョンにアップグレードします。これは tmsng データベース
をアップグレードします。 

 5. 正常に動作することを確認するには、このサーバで Cisco TMS Web アプリケーションにログインしま
す。

これで、NLB のプローブが、最初の Cisco TMS サーバだけが機能していると報告するため、すべてのト
ラフィックは、このノードに自動的に転送されます。ユーザおよび管理対象システムは、これで再び 
Cisco TMS を使用できます。

 1. 第 2 の Cisco TMS ノードをアップグレードします。 

 2. インストーラは、データベースがすでにアップグレード済みであることを検出して、更新されたデータ
ベースを使用し続けることを提案します。[はい( Yes) ]を選択してください。インストーラは、次に
バイナリを更新し、データベースを放置します。

 3. 正常に動作することを確認するには、このサーバで Cisco TMS Web アプリケーションにログインしま
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す。

 4. ファイル複製を有効にします。

ネットワーク設定がインストール処理中に変更されていないことを確認してください。

 1. Cisco TMS アプリケーションで [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]に移動します。

 2. 次の IP アドレスとホスト名が、NLB の仮想 IP アドレスとホスト名に設定されていることを確認しま
す。    

 l [イベント通知( Event Notification) ] > [SNMP トラップ ホスト IP アドレス( SNMP Trap 
host IP Address) ]

 l [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on 
Internal LAN) ]：すべてのフィールド

 l 公共インターネット/ファイアウォール外のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Public Internet/Behind Firewall)

ノードが失敗した場合の回復

NLB が自動的に障害を検出し、他のノードにすべてのトラフィックを送信するため、サーバ障害のときに
すぐに対処は不要です。

通常行うように、失敗したノードのソフトウェアとハードウェアのトラブルシューティングを実行し、動
作可能になったらオンラインに戻してください。 

NLB はノードが再び稼働し、トラフィックが通常どおり両ノードに転送されたことを検出します。
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ホット スタンバイの展開
追加の Cisco TMS サーバを障害発生時のウォーム スペアとして保持することは「ホット スタンバイ」
冗長性モデルと呼ばれます。これは、プライマリ Cisco TMS サーバで障害が発生した場合に手動の介入
を必要とするため、フェールオーバー ソリューションではなく、スイッチオーバー ソリューションで
す。

1 つの Cisco TMS サーバが、この冗長モデルではいつでもアクティブです。ホット スタンバイ サーバ
は、プライマリ サーバで障害が発生した場合に数分以内にアクティベーションを行う準備ができているよ
うに、セキュリティ パッチおよび他のアップグレードで最新の状態に保つ必要があります。 

ホット スタンバイ冗長モデルでは、tmsng データベースが外部 SQL サーバに位置することが要求される
こと、および 2 つの Cisco TMS サーバが同じ Windows ドメイン内になければならないことに注意して
ください。

下の手順では次の例が使用されます。

サーバ DNS 名 IP アドレス

プライマリ Cisco TMS サーバ( tms01) tms01.example.com 10.0.0.10

セカンダリ Cisco TMS サーバ( tms02) tms02.example.com 10.0.0.11

これらの例では、IPv4 を使用することを前提としています。また IPv6 を使用する場合は、IPv6 アドレ
スを適宜変更します。

プライマリ Cisco TMS サーバの設定

Cisco TMS をインストールする前に： 

 1. 外部サーバ上の SQL サーバ インスタンスを設定します。 

 2. DNS エントリとして、プライマリ サーバ tms01 の IP アドレス( 10.0.0.10) を指す 
tms.example.com を設定します。 

 3. 『Cisco TMS Installation and Getting Started Guide』の手順を使用して、tms01 に Cisco TMS 
をインストールします。ただし、次のようにしてください。 

 a. [カスタム( Custom) ] インストール モードを使用します。
 b. ステップ 1 で使用した外部データベース サーバに Cisco TMS を向けます。

 4. インストール中に生成された暗号キーを書き留めておきます。

 5. HTTPS をインストール中に有効にする場合は、tms.example.com に対して発行された証明書を使用し
ます。

 6. サーバが再起動したら、正常に動作することを確認するために Cisco TMS Web アプリケーションにロ
グインします。

すべてのユーザおよび管理対象システムは Cisco TMS との接続時に tms.example.com を使用する必要
があります。サーバの独自のホスト名( tms01.example.com) を使用してはいけません。

Cisco TMSが正常にインストールされたことを確認した後：

 1. Cisco TMS で [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネット
ワーク設定( Network Settings) ]に移動します。

 2. [TMS サーバの完全修飾ホスト名( TMS Server Fully Qualified Host Name) ]および [TMS サーバ 
アドレス( 完全修飾ホスト名または IPv4 アドレス) ( TMS Server Address (Fully Qualified 
Host Name or IPv4 Address)) ]フィールドに tms.example.com と入力します。

Cisco TMS にログインする際は、ローカル ユーザ アカウントを使用しないでください。セカンダリ 
サーバ tms02 にスワップしなければならない場合に使用可能なように、すべてのユーザ アカウントがド
メイン アカウントでなければなりません。
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セカンダリ Cisco TMS サーバの設定

 1. tms02 のサービス パック レベルを含むオペレーティング システムが正確に tms01 上のものと同じ
であることを確認します。 

 2. サーバが同じ時間帯に設定されていることを確認します。同じに設定されていないと、スケジュールさ
れた会議の開始および終了時刻はスイッチオーバー時に不正であることを意味します。

 3. Cisco TMS インストーラを tms02 で実行します。
 a. プロンプトが表示されたら、[カスタム( Custom) ]インストール モードを選択し、外部 SQL サー

バの IP アドレスを入力します。 
 b. tms01 上と同じディレクトリにインストールし、tms01 上と同じログ ディレクトリを使用しま

す。これは、ログ ディレクトリのパスが SQL データベースではなく Windows に環境変数として
保存されるため重要です。

 c. tms01 のインストール中に生成された暗号キーを入力します。
 d. HTTPS が tms01 へのインストール中にイネーブルだった場合は、tms01 で使用されたのと同じ証

明書を使用します。

 4. サーバが再起動したら、正常に動作することを確認するために Cisco TMS Web アプリケーションにロ
グインします。

 5. tms02 で [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構成( Configuration) ] > [ネットワーク
設定( Network Settings) ] > [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Internal LAN) ]に移動します。インストーラがこれらの値を変更した可
能性があるため、IP アドレスが tms01( 10.0.0.10) で、ホスト名が tms.example.com であること
を確認します。

 6. tms02 でサービス管理コンソールを開きます。    
 l すべての Cisco TMS サービス( これらはすべて、名前が「TMS」で始まる) を停止します。
 l World Wide Web Publishing Service という名前の Internet Information Services( IIS)

サービスを停止します。
 l IIS と TMS サービスのスタートアップの種類を [手動( Manual) ] に設定します。

これで Tms02 は tms01 で障害が起きた場合にウォーム スペアとして動作するように準備できました。

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS サーバ メンテナンス( TMS Server Maintenance) ] 
> [TMS サービス状態( TMS Service Status) ]に両方のサーバのサービスが表示されることに注意して
ください。リストから tms02 の停止したサービスを削除するには、[リストの消去( Clear List) ]をク
リックします。

ローカルファイルの同期

Cisco TMS によって使用される一部のカスタマイズ可能なファイルは、tmsng データベースではな
く、Windows サーバのローカル ファイル システムに保存されます。 これらのファイルを保存するフォ
ルダは 2 つのノード間で同期しておく必要があります。 同期する必要があるフォルダの詳細なリストに
ついては、「同期するローカルファイル [p.318]」を参照してください。 

フォルダを同期する優先方法を使用します。これを実行する 1 つの方法は次のとおりです。

 1. tms02 の対応するフォルダにファイルをコピーするために、xcopy/robocopy を使用するシェル スク
リプトを作成します。

 2. 1 時間ごとにスクリプトを実行するために、tms01 の Windows タスク スケジューラを使用します。

プライマリ サーバに障害が発生した場合に 2 台のサーバをスワップする場合は、tms02 から tms01 に
同期化するように、tms01 および tms02 のフォルダを同期するように設定した同期メカニズムを変更し
ます。

オプション：TLS クライアント証明書の有効化

展開で TLS クライアント証明書の使用を選択していない場合は、以下を確認する必要があります。
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 n 同じオプションが両方のサーバの TMS Tools で選択されます。

 n 両方のサーバにインポートされる TLS 証明書は同じです。

 n 両方のサーバが証明書の失効に同じ機能を使用します。

詳細については、「 TMS ツール [p.290]」を参照してください。

Cisco TMS のアップグレード   

プライマリおよびセカンダリ サーバで Cisco TMS ソフトウェア バージョンを一貫した状態に保つ必要
があります。プライマリ サーバをアップグレードした後で、セカンダリ サーバをできるだけ早くアップ
グレードする必要があります。セカンダリ サーバが古いソフトウェア バージョンであるときに、プライ
マリ サーバに障害が発生した場合、新しい Cisco TMS ソフトウェア バージョンにセカンダリ サーバを
アップグレードした後でなければ、サーバをスワップできません。

 1. ローカル ファイルの同期を一時的に停止するためにファイル複製を無効にします。

 2. プライマリ サーバをアップグレードします。

 3. セカンダリ サーバをアップグレードします。

 4. サーバが再起動したら、正常に動作することを確認するために Cisco TMS Web アプリケーションにロ
グインします。

 5. Cisco TMS アプリケーションで [管理ツール( Administrative Tools) ] > [構
成( Configuration) ] > [ネットワーク設定( Network Settings) ]に移動します。

 6. 次の IP アドレスとホスト名が、IP アドレス 10.0.0.10 とホスト名 tms.example.com に設定され
ていることを確認します。    

 l [イベント通知( Event Notification) ] > [SNMP トラップ ホスト IP アドレス( SNMP Trap 
host IP Address) ]

 l [社内 LAN のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network Settings for Systems on 
Internal LAN) ]：すべてのフィールド

 l 公共インターネット/ファイアウォール外のシステムの詳細ネットワーク設定( Advanced Network 
Settings for Systems on Public Internet/Behind Firewall)

 7. TMS サービスを停止し、手動に再度設定します。

 8. ファイル複製を有効にします。

プライマリ サーバで障害が発生した場合の回復

プライマリ サーバ tms01 が故障して使用不能になった場合、セカンダリ サーバ tms02 を動作状態に変
更するのに何分もかかりません。

 1. ネットワークから tms01 を外します。 

 2. tms02 の IP アドレスを tms01 の古い IP アドレス、たとえば 10.0.0.10 に変更します。

 3. tms02 がその新しい IP アドレスで接続可能であることを確認します。

 4. TMS Tools アプリケーションを開き、[構成( Configuration) ] > [データベース接続設定の変
更( Change DB Connection Settings) ]に移動します。 

 5. 最初に tms02 を設定してからデータベースのパスワードが変更された可能性があるため、tms02 のパ
スワードが引き続き正しいことを確認するために、[OK]をクリックします。

 6. サービス管理コンソールで次の操作を行います。 
 a. すべての TMS サービスおよび World Wide Web Publishing Service のスタートアップの種類を 

[自動( Automatic) ]に変更します。
 b. サービスを開始します。 

これで、Tms02 はアクティブ Cisco TMS サーバです。Cisco TMS との通信時に tms.example.com を
使用するように管理対象システムに指示したので、再設定は管理対象システム自体に必要ではありませ
ん。

tms02 が正しく動作することを確認するには： 
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 1. 短い会議をこの先 2 分にスケジュールします。

 2. これが正しく起動し、期待どおりに切断されることを認識します。 

 3. [会議制御センター( Conference Control Center) ]を使用してこれをモニタできることを確認しま
す。

 4. Cisco TMS が会議の詳しい通話記録( CDR) を作成することを確認します。 

Cisco TMS がシステムと通信していることを確認するには：

 1. TMS データベース スキャナ サービスが完全な実行を完了まで約 20 分待機します。

 2. Cisco TMS で、[システム( Systems) ] > [システムの概要( System Overview) ]に移動します。  

 3. 左のツリーで全システムを選択し、右側のツリーで [ネットワーク設定( Network Settings) ] > 
[TMS とシステムとの接続性( TMS To System Connectivity) ]を選択します。 

 4. [表示( View) ]をクリックし、いずれのシステムでも [ステータス( Status) ]が [応答な
し( NoResponse) ]に設定されていないことを確認します。

[管理ツール( Administrative Tools) ] > [TMS サーバ メンテナンス( TMS Server Maintenance) ] 
> [TMS サービス状態( TMS Service Status) ]に両方のサーバのサービスが表示されることに注意して
ください。リストから tms01 の停止したサービスを削除するには、[リストの消去( Clear List) ]をク
リックします。

ネットワークに tms01 を接続する前に： 

 1. その IP アドレスを tms02 の古い値、たとえば 10.0.0.11 に変更します。

 2. すべての TMS サービスおよび IIS をディセーブルにします。 

tms01 の問題が解決したら、それは tms02 がダウンするとウォーム スペアになります。 

注：その IP アドレスを新しい値に変更する前にネットワークの tms01 を戻して追加しないでくださ
い。これにより、Cisco TMS で予期しない動作を引き起こす IP アドレスの競合が発生します。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 311/337

冗長な展開
ホット スタンバイの展開



データベースの冗長性
データベース ミラーリングおよびフェールオーバー クラスタリングという 2 つの SQL Server 2008 
のハイ アベイラビリティの代替方法が Cisco TMS に適しています。

データベース ミラーリング

データベース ミラーリングでは別の SQL サーバ インスタンスのホット スペア データベースが保持さ
れ、データベースの可用性が向上します。プライマリ SQL サーバ インスタンスはプリンシパル データ
ベースと呼ばれます。プリンシパル データベースには、望ましくは他の物理サーバに置かれている別の 
SQL サーバ インスタンスに配置されるミラー データベースへのセキュア チャネルがあります。

データベース ミラーリング モデルでは、同期および非同期の 2 種類の転送機能があります。

同期転送

同期ミラーリングを使用している場合、トランザクションはプリンシパル データベースおよびミラー 
データベースの両方で確定するまで、正常に完了したと見なされません。これにより、2 種類のデータ
ベースが常に一貫していることが保証されます。ただし、ネットワーク速度および距離がデータベースの
応答時間に影響します。

非同期転送

パフォーマンスがデータの整合性よりも重要な場合、データ転送を非同期操作として設定できますが、一
部のデータはプリンシパル データベース サーバで重大な障害が発生した場合に失われます。

非同期ミラーリングのためのネットワーク要件：

最小帯域幅 = 10Mbps

遅延 < 50 ms

ジッター < 1 ms

パケット ドロップ < 1%

データベース接続文字列の変更

SQL Server データベースのミラーリング機能は、プリンシパル データベースに障害が発生してもプリン
シパル データベースとミラー データベース間の自動フェールオーバーをサポートします。ただ
し、Cisco TMS ではサポートされないため、データベース設定を Cisco TMS で手動で変更する必要があ
ります。NLB 冗長モデルを使用している場合は、これを両方の Cisco TMS ノードで実行する必要があり
ます。

 1. TMS Tools アプリケーション > [構成( Configuration) ] > [データベース接続設定の変更( Change 
Database Connection Settings) ]に移動します。

 2. ミラー データベースをポイントするように Database Server\Instance を変更し、[OK]をクリック
します。

 3. 手動フェールオーバー操作を完了するためにすべての TMS サービスと IIS を再起動します。

トランザクションの完了に時間がかかりすぎてアプリケーションの応答が遅くなるため、同期ミラーリン
グを使用しながら 2 つの異なる物理ロケーションにプリンシパル データベースおよびミラー データ
ベースを配置することは、Cisco TMS ではサポートされません。

SQL Server 2008 のミラー化されたデータベースを設定する方法のマニュアルについては、次の 
Microsoft Developer Network( MSDN) の記事を参照してください。SQL Server 2008 Database 
Mirroring Overview 
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フェールオーバー クラスタリング

データベース フェールオーバー クラスタリングは、複数のサーバ( ノードと呼ばれる) がリソースを共
有するサーバ レベルの冗長性モデルです。1 つ以上のノードが失敗した場合に、クラスタの残りのノード
は失敗ノードからすべてのサービスを自動的に選択します。1 つのノードだけが特定の SQL サーバ イン
スタンスをいつでも管理します。

各フェールオーバー クラスタ インスタンスは次を含む論理リソース グループを持ちます。 

 n ネットワーク名

 n IP アドレス

 n SQL Server データベース エンジン サービス 

いずれのノードが現在インスタンスを処理するかに関係なく、クライアントは ID としてネットワーク名
と IP アドレスを使用してインスタンスへ接続します。 

インストール時に、クラスタ化インスタンスのネットワーク名または IP アドレスに Cisco TMS を向け
ます。

これ以上の再設定は、Cisco TMS サーバでは不要です。

Cisco TMS をアップグレードするときに追加の手順は必要ありません。

要件

Windows Server 2008 Enterprise または Datacenter エディションを実行する複数のサーバ。

各サーバには、次のものが必要です。

 n 2 つのネットワーク インターフェイス 

 n ストレージ エリア ネットワーク( SAN) などの共有ディスク ストレージ

Microsoft の次のホワイト ペーパーは、SQL Server 2008 のフェールオーバー クラスタのプランニン
グ、実装と管理の詳細な説明を示します。SQL Server 2008 Failover Clustering

バックアップ

tmsng データベースの定期的な自動バックアップをスケジュールすることを推奨します。
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ACE 設定例
Cisco ACE 4710 アプライアンス コントロール エンジンのロード バランサの初期設定後、ACE にこの
設定例をコピーして貼り付けることができます。すべての IP アドレス、DNS 名、ユーザ名、およびパス
ワードは、ロード バランサに設定を適用する前に、実際の設定を反映するように改める必要があります。

!Assigning a recourse class for use as the default class (minimum required configuration)
 resource-class TMS
 limit-resource all minimum 10.00 maximum unlimited
 limit-resource conc-connections minimum 10.00 maximum unlimited
 limit-resource sticky minimum 10.00 maximum unlimited

!The software version used on the ACE: A5 1.2
 boot system image:c4710ace-t1k9-mz.A5_1_2.bin

!Configuring the hostname of the loadbalancer
 hostname loadbalancer

!Creating and assigning configuration to the Admin Context
 context Admin

!Putting the Admin context into the resource class TMS
 member TMS

!Creating access lists, here nothing is restricted
 access-list ALL line 8 extended permit ip any any
 access-list ALL line 9 extended permit icmp any any

!Creating Probes for health check of the TMS (change username/password)
 probe https BOOKING-PROBE-TMS
 description Checking to see if the booking module is running. running against port 443
 port 443
 interval 10
 passdetect interval 10
 ssl version all
 credentials tms-service my_password
 request method get url /tms/booking
 expect status 200 400
 probe https CITIES-PROBE-TCP-443
 port 443
 interval 10
 passdetect interval 45
 receive 20
 ssl version all
 expect status 200 400
 append-port-hosttag
 open 20
 probe http PROBE-HTTP-80
 port 80
 interval 10
 passdetect interval 45
 receive 2
 request method get url /tms
 expect status 200 499
 open 2

!This probe logs into TMS on HTTPS for verification (change username/password)
 probe https TMS-Monitoring-443
 description Monitor the TMS application
 port 443
 ssl version all
 credentials tms-service my_password
 request method get url /tms
 expect status 200 400

!This probe logs into TMS on HTTP for verification (change username/password)
 probe http TMS-Monitoring-80
 credentials tms-service my_password
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 request method get url /tms
 expect status 200 400
 probe https TMS-WEBSERVICES-443
 description Check if the booking services are running on 443
 port 443
 interval 10
 ssl version all
 credentials tms-service my_password
 request method get url /TMS/external/booking/bookingservice.asmx
 expect status 200 400

!Configuring the real servers
 rserver host TMS01
 description ***TMS01.EXAMPLE.COM***
 ip address 10.0.200.50
 inservice
 rserver host TMS02
 description ***TMS02.EXAMPLE.COM***
 ip address 10.0.200.60
 inservice

!Creating server farms
 serverfarm host SFARM-TMS-WEB-161
 description ** TMS-WEB-161 VIP **
 probe PROBE-HTTP-80
 rserver TMS01
 inservice
 rserver TMS02
 inservice
 serverfarm host SFARM-TMS-WEB-162
 description ** TMS-WEB-162 VIP **
 probe PROBE-HTTP-80
 rserver TMS01
 inservice
 rserver TMS02
 inservice
 serverfarm host SFARM-TMS-WEB-443
 description ** TMS-WEB-443 VIP **
 probe BOOKING-PROBE-TMS
 probe TMS-Monitoring-443
 probe TMS-WEBSERVICES-443
 rserver TMS01 443
 inservice
 rserver TMS02 443
 inservice
 serverfarm host SFARM-TMS-WEB-80
 description ** TMS-WEB-80 VIP **
 probe PROBE-HTTP-80
 rserver TMS01 80
 inservice
 rserver TMS02 80
 inservice

!Adding sticky sessions to all server farms
 sticky ip-netmask 255.255.255.255 address source L7-CLASS-TMS-WEB-161-STICKY
 timeout 10
 serverfarm SFARM-TMS-WEB-161
 sticky ip-netmask 255.255.255.255 address source L7-CLASS-TMS-WEB-162-STICKY
 timeout 10
 serverfarm SFARM-TMS-WEB-162
 sticky ip-netmask 255.255.255.255 address source L7-CLASS-TMS-WEB-443-STICKY
 timeout 10
 serverfarm SFARM-TMS-WEB-443
 sticky ip-netmask 255.255.255.255 address source L7-CLASS-TMS-WEB-80-STICKY
 timeout 10

!Adding the virtual IP address to the virtual servers
 serverfarm SFARM-TMS-WEB-80
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 class-map match-all L4-CLASS-TMS-WEB-161
 match virtual-address 10.0.200.40 tcp eq 161
 class-map match-all L4-CLASS-TMS-WEB-162
 match virtual-address 10.0.200.40 tcp eq 162
 class-map match-all L4-CLASS-TMS-WEB-443
 match virtual-address 10.0.200.40 tcp eq https
 class-map match-all L4-CLASS-TMS-WEB-80
 match virtual-address 10.0.200.40 tcp eq www
 class-map type http loadbalance match-any default-compression-exclusion-mime-type
 description DM generated classmap for default LB compression exclusion mime types.
 match http url .*gif
 match http url .*css
 match http url .*js
 match http url .*class
 match http url .*jar
 match http url .*cab
 match http url .*txt
 match http url .*ps
 match http url .*vbs
 match http url .*xsl
 match http url .*xml
 match http url .*pdf
 match http url .*swf
 match http url .*jpg
 match http url .*jpeg
 match http url .*jpe
 match http url .*png

!Making sure we can access the ACE remotely
 class-map type management match-any remote_access
 match protocol xml-https any
 match protocol icmp any
 match protocol telnet any
 match protocol ssh any
 match protocol http any
 match protocol https any
 match protocol snmp any
 policy-map type management first-match remote_mgmt_allow_policy
 class remote_access
 permit
 class class-default
 permit

!Setting load balancing properties
 policy-map type loadbalance first-match L4-CLASS-TMS-WEB-161-STICKY
 class class-default
 sticky-serverfarm L7-CLASS-TMS-WEB-161-STICKY
 policy-map type loadbalance first-match L4-CLASS-TMS-WEB-162-STICKY
 class class-default
 sticky-serverfarm L7-CLASS-TMS-WEB-162-STICKY
 policy-map type loadbalance first-match L4-CLASS-TMS-WEB-443-STICKY
 class class-default
 sticky-serverfarm L7-CLASS-TMS-WEB-443-STICKY
 policy-map type loadbalance first-match L4-CLASS-TMS-WEB-80-STICKY
 class class-default
 sticky-serverfarm L7-CLASS-TMS-WEB-80-STICKY

!Setting virtual server properties
 policy-map multi-match L4-POLICY-TMS-WEB
 class L4-CLASS-TMS-WEB-162
 loadbalance vip inservice
 loadbalance policy L4-CLASS-TMS-WEB-162-STICKY
 loadbalance vip icmp-reply
 class L4-CLASS-TMS-WEB-161
 loadbalance vip inservice
 loadbalance policy L4-CLASS-TMS-WEB-161-STICKY
 loadbalance vip icmp-reply
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 class L4-CLASS-TMS-WEB-80
 loadbalance vip inservice
 loadbalance policy L4-CLASS-TMS-WEB-80-STICKY
 loadbalance vip icmp-reply
 class L4-CLASS-TMS-WEB-443
 loadbalance vip inservice
 loadbalance policy L4-CLASS-TMS-WEB-443-STICKY

!Configuring virtual interface VLAN
 interface vlan 200
 description client
 no ipv6 normalization
 no ipv6 icmp-guard
 ip address 10.0.200.24 255.255.255.0
 no normalization
 no icmp-guard
 access-group input ALL
 access-group output ALL
 service-policy input remote_mgmt_allow_policy
 service-policy input L4-POLICY-TMS-WEB
 no shutdown

!END
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同期するローカルファイル
Cisco TMS のインストール中に、冗長展開の使用時に 2 台のサーバ間で同期する必要があるカスタマイ
ズ可能なファイルが追加されます。

これらのファイルには Cisco TMS にアップロードできるソフトウェアおよびイメージと、Cisco TMS に
よって生成されるイメージが含まれます。

デフォルトのインストールではファイルは次の場所に置かれます。

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\Config\System\

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\Data\GenericEndpoint\  

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\Data\SystemTemplate\

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Data\CompanyLogo\

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Data\ExternalSourceFiles\

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Data\Map\

C:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Public\Data\SystemSoftware\  

注：ディレクトリは、初めて使用するときに作成されます。つまり、ディレクトリがノード間のファイル
複製の設定時に存在しない場合があることを意味します。
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トラブルシューティング

この章では、Cisco TMS の各種コンポーネントのトラブルシューティングを行う方法について説明しま
す。

拡張製品のトラブルシューティングの手順については、各拡張機能のマニュアルで確認できます。
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Web サイトのシナリオ
ここでは、 Web サイトとしての Cisco TMS に関連するトラブルシューティングのシナリオについて説明
します。 

Cisco TMS がロードされない

Cisco TMS がロードされない場合は、関連するネットワーク、Web サーバ、またはデータベースに問題が
ある可能性があります。考えられる Web サーバとデータベースの問題に対するトラブルシューティング
の手順を以下に示します。

基本的な手順

Web サーバ

 n IIS が動作していることを確認します。

 n デフォルトの Web ページの http://<tms_server_name> にアクセスできるかどうかを確認します。

 n c:\Program Files\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Data\Logs\tmsdebug\log - web.txt のログを参照してく
ださい。

データベース

 n データベース スキャナ ログに、SQL サーバが使用できないことを示しているスタック トレースがない
か確認してください。

 n データベース サーバの[サービス( Services) ]パネルに進みます。
 l SQL サーバが稼働していることを確認します。
 l リモート サーバで名前付きインスタンスを実行する場合は、SQL Server Browser サービスも実行

していることを確認します。
 l トラブルシューティング手段として、これらのサービスも再起動できます。

 n Cisco TMS がデータベースに接続するために使用する情報が正しいことを確認します。これに
は、「TMS ツール [p.290]」を使用することを推奨します。

高度な手順

Web サーバ

 n 「Internet Information Services Web サーバおよびアプリケーション [p.15]」の項で説明する仮
想ディレクトリが次のとおりであることを確認します。

 l Cisco TMS サーバに存在する。
 l サーバで有効なディレクトリを指している。

 n 許可設定が上記のリストに従って正しいことを確認します。

 n IIS が .NET 拡張の実行を許可することを確認します。 

データベース

データベースに対して osql スクリプトを実行し、データを返すかどうかを確認します。このスクリプト
は、Cisco TMS 内のデータベース システムの数を返します。SQL の設定によっては、Cisco TMS サーバ
自体から次のコマンドの 1 つを実行します。             

 1. osql -E -d tmsng -Q "select count(*) from objsystem"

 2. osql -E -S .\SQLTMS -d tmsng -Q "select count(*) from objsystem"
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Web サーバの症状

 n Cisco エンドポイントの社内ディレクトリが機能しません。

 n エンド ポイントの統計情報レポートは空です。
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システムのシナリオ
この項では、Cisco TMS のシステムで発生する可能性のある問題について説明します。

新しいシステムが自動で検出されない

ネットワークの新しいシステムで自動的に検出されない場合は、次の手順を試してください。

基本的な手順

 n Cisco TMS 以外の SNMP ツールがサーバ上で動作していないことを確認します

 n システムの管理アドレス( インフラストラクチャ システムの場合はフィードバックの受信者) が 
http://<FQDNofTMS>/tms/public/feedback/code.aspx に設定されていることを確認します。 HTTPS 
を使用するようにアドレスが設定されている場合、これは、Cisco TMS IIS でイネーブルにされている
必要があります。

 n 症状またはエラー メッセージのログはサーバ上の C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-TMSSNMPservice.txt で確認します。

 n TMSSnmpService を再始動します。 この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSSnmpService [p.17]」を参照してください。

古いシステム情報およびステータス

Cisco TMS のシステム情報およびシステム状態が最新ではなく、応答しないシステムのステータスが引き
続き通話中、またはアイドル状態の場合は、次の手順を試してください。

基本的な手順

 n 症状またはエラー メッセージのログは、サーバの C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-TMSDatabaseScanner.txt で確認します。

 n TMSDatabaseScanner を再起動します。この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSDatabaseScannerService [p.17]」を参照してください。

開始されないスケジュールされたイベント

スケジュールされたイベントが起動しない場合は、次の手順を試してください。

基本的な手順

 n 症状またはエラー メッセージのログは、サーバの C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-schedulerservice.txt で確認します。

 n TMSSchedulerService を再始動します。この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSSchedulerService [p.17]」を参照してください。

チケットが引き上げられない

空きディスク スペースが 10% 未満の場合、またはデータベースが最大サイズの 90% より大きい場合、
チケットが引き上げられなければ、次の手順を試してください。
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基本的な手順

 n 症状またはエラー メッセージのログは、サーバの C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-TMSServerDiagnosticsService.txt で確認しま
す。

 n TMSServerDiagnosticsService を再始動します。この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSServerDiagnosticsService [p.17]」を参照してください。
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会議シナリオ
この項では、Cisco TMS 会議で発生する可能性のある問題について説明します。

コールが起動しない

会議制御センターへのログインがほとんど空の場合、「作成済」という 1 行だけが含まれている場合、ま
たは会議に関連したいくつかの変更が存在するが、会議の起動に関連した変更がない場合は、次の手順を
試してください。

基本的な手順

 n 症状またはエラー メッセージのログは、サーバの C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-liveservice.txt で確認します。

 n TMSLiveService を再起動します。この Windows サービスの詳細については、「TMSLiveService 
[p.16]」を参照してください。

高度な手順

Wireshark を使用して、Cisco TMS が、コールに関与するすべてのシステムにコマンドを送信している
ことを確認します。
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Java アプレットのシナリオ
会議制御センター、グラフィカル モニタおよびマップ モニタはすべて、ダイナミック情報を表示するた
めに Java アプレットを使用します。この項では、Java アプレットを含む可能なトラブルシューティン
グ シナリオとそれらを解決する方法について説明します。

ユーザ名とパスワードのプロンプトが再表示され続ける

Java アプレットは、Cisco TMS サーバが、ユーザがログインしているドメインの一部でない( またはそ
のドメインによって信頼されていない) 場合は、ユーザが自身を認証するように要求します。 

基本的な手順

各セッションのプロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを挿入します。

高度な手順

Cisco TMS サーバをドメインに含めます。

アプレットがロードされない

Java ランタイム環境がコンピュータにインストールされていない可能性があり、コンピュータがイン
ターネットに直接アクセスして、JRE を自動的にダウンロードすることができません。 

アプレットがインストールされていても、ロードされていないと、プロキシ サーバが原因で、Java アプ
レットが Cisco TMS サーバから必要なデータを取得できない場合があります。Java コンソールを開くに
は、システムトレイの Java アイコンを右クリックし、[コンソールを開く( Open Console) ] を選択し
ます。「未知の送信元」を示すエラー メッセージが表示されます。この問題を解決するには、次の点を 1 
つ以上試してください。

基本的な手順

 n Java がインストールされていない場合、Java をダウンロードしてインストールするに
は、http://www.java.com/ に移動します。

 n サーバの IP アドレスを使用して Cisco TMS にアクセスしている場合は、Cisco TMS サーバのホスト
名で再試行します。

 n ブラウザのプロキシ設定を使用するのではなく、直接接続を使用するには、Java コントロール パネル
を使用して Java クライアントを設定します。

高度な手順

Cisco TMS サーバからクライアントへのこの種のトラフィックを許可するようにプロキシ サーバを設定
する必要がある場合もあります。

アプレットのロードが遅いか、ロードが不完全である

アプレットのロードは通常、ページの開始から 5 秒以内に終了します。非常に長いロード時間が発生した
場合は、次の点を試してください。
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基本的な手順

 n Java のキャッシュをオフにし、既存の一時ファイルを削除する:         
 a. Javaコントロール パネルを開きます。
 b. [全般( General) ] タブをクリックします。
 c. [設定( Settings) ]をクリックして、[アプレットを表示( View Applets) ]をクリックします。
 d. 左下隅の [キャッシングを有効にする( Enable Caching) ]を選択解除します。
 e. [OK]をクリックします。
 f. [ファイルの削除( Delete Files) ]をクリックします。
 g. すべてのチェックボックスをオンにします。
 h. [OK]をクリックします。
 i. [OK]をクリックします。
 j. [OK]をクリックします。

 n Internet Explorer から古い、または重複する Java クライアントを削除します。         
 a. Internet Explorer メニューで [ツール( Tools) ]をクリックします。
 b. [プログラム( Programs) ] タブをクリックします。
 c. [アドオンの管理( Manage Add-ons) ]をクリックします。
 d. すべての古い、または重複する Java プラグインを無効にします。

 n Google Desktop を除去します。Google Desktop が Java プラグインに大幅に競合して、Java アプ
レットのロード時間を増加する問題が見られます。他のデスクトップ検索エンジンは、同じ症状を表示
しませんでした。

 n Java JRE バージョン 6 アップデート 15 以降を使用している場合は、グラフィックおよびマップ モ
ニタを予期したとおりに機能させるために、Java コントロール パネルで [詳細( Advanced) ]の下の[
次世代 Java プラグインを有効にする…( Enable the next generation Java plug-in…) ] の選択
を解除する必要があります。

会議のスナップショットが一部のクライアントに表示されない

トラブルシューティングのモニタリング

モニタの高速ロード

Cisco TMS がアップグレードされた場合、[会議制御センター( Conference Control Center) ]、[グラ
フィカル モニタ( GraphicalMonitor) ]、[マップモニタ( MapMonitor) ] のロードが遅くなることが
あります。これは、Java アプレット キャッシュに古いバージョンの .jar ファイルがあることによって
発生します。

問題を解決するためには、次の手順を実行します。

 1. Java コントロール パネルを( コンピュータのコントロール パネルで) 開きます

 2. [全般( General) ]タブをクリックします。

 3. [表示...( View...) ]ボタンをクリックします。

 4. [インターネット一時ファイル( Temporary Internet Files) ]に移動します。

 5. 拡張子が .jar のファイルを削除します。

メモリ不足

Cisco TMS のインストール済み環境におけるシステムの数および進行中の会議の数によっては、[会議制
御センター( ConferenceControl Center) ]、[グラフィカル モニタ( GraphicalMonitor) ]、[マップ 
モニタ( Map Monitor) ]について、メモリに関する問題が発生する可能性があります。これは、64 MB 
のメモリを使用できるのは、デフォルトとしての Java アプレットだけであるためです。メモリ不足の例
外に関する問題がある場合は、アプレットが「ハングする」場合、または非常に遅くなる場合
か、Internet Explorer の [ツール( Tools) ]にある [Sun Java コンソール( Sun Java Console) ]
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で、[OutOfMemory]例外のトレースを検出する場合があります。この問題を回避するには、アプレットが
使用できるメモリの最大容量を増やすことができます。

メモリの最大容量の増加

[Java コントロール パネル( Java Control Panel) ]を( コンピュータのコントロール パネルで) 開
き、[Java]タブをクリックし、[Java アプレット ランタイム設定( Java Applet Runtime Settings) ]
タブをクリックして [表示…( View…) ]をクリックします。[Java ランタイム設定( Java Runtime 
Settings) ]は、現在マシンにインストールされているランタイム バージョンを示します。最新の「バー
ジョン」を検索し、[Java ランタイム パラメータ( Java Runtime Parameters) ]ボックスに -Xmx256 
を追加します( 次のスクリーンショットを参照してください) 。これにより、アプレットがデフォルト値
の 64 MB から最大値の 256 MB まで使用できるようにメモリの最大容量が増加します。値は、適切と判
断した任意の容量に変更することができます。

Cisco TMS アドミニストレータ ガイド( 14.2) ページ 327/337

トラブルシューティング
Java アプレットのシナリオ



電話帳のシナリオ
ここでは、Cisco TMS 電話帳がクライアント側と Cisco TMS の両方に存在する可能性があるときのトラ
ブルシューティングのシナリオについて説明します。

電話帳( 社内ディレクトリ) のエラー

社内ディレクトリが正常に動作しない場合はエンドポイントで次のエラーが表示されることがあります。

メッセージ 説明または推奨ソリューション

要求がタイムアウトになり、応
答がありません( Request 
timed out, no response)

Cisco TMS サーバは使用中です。再試行してください。

警告: 取得されないディレクト
リのデータ: 404( Warning: 
directory data not 
retrieved: 404)

 n エンドポイントが、Cisco TMS サーバとは別の Web サーバの IP アドレスで
設定されています。

 n エンドポイントの社内ディレクトリ パスが間違っています。

警告: 取得されないディレクト
リのデータ: 401( Warning: 
directory data not 
retrieved: 401)

 n Cisco TMS サーバの「Public」仮想ディレクトリは、匿名アクセスを許可す
るように設定されていません。

 n ここの最も一般的な問題は匿名アクセスが設定されているが、使用するアカ
ウントはグループ ポリシーによって上書きされていることです。デフォルト
の IUSR ユーザはゲスト アカウントの一部であるため、通常、グループ ポ
リシーがこのアカウントをディセーブルにします。 

Cisco TMS：電話帳は、このシ
ステムで設定されていませ
ん( Cisco TMS: No 
phonebook(s) set on this 
system)

 n 電話帳は、Cisco TMS のこのシステムで設定されていません。Cisco TMS の
電話帳に登録するためにエンドポイントを設定します。 

 n エンドポイントで NAT を使用すると、Cisco TMS がシステムを認識せず、電
話帳を取得できなくなることがあります。

要求がタイムアウトになり、応
答がありません( Request 
timed out, no response)

エンドポイントは非既存の Web サーバの IP アドレスで設定されています。

サーバに接続されていませ
ん( No contact with server)

IIS は、破損したメッセージが受信される状態または再起動しています。

Polycom エンドポイントが電話帳を取得しない

Polycom エンドポイントが電話帳のデータを受信していない場合、次の手順を試してください。

基本的な手順

 n 電話帳の失敗の詳細については、「電話帳とソースの活動状況 [p.215]」のページを参照してくださ
い。

 n 症状またはエラー メッセージのログは、サーバの C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-plcmdir.txt で確認します。

 n TMSPLCMDirectoryService を再起動します。この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSPLCMDirectoryService [p.17]」を参照してください。

 n エンドポイントで必要なポートが Cisco TMS サーバで開いていることを確認します。詳細について
は、「Cisco TMS 製品サポート」を参照してください。
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レポートのシナリオ
このセクションでは、Cisco TMS のレポート機能に関連するトラブルシューティング シナリオについて
説明します。

シスコ TC および TE ソフトウェアを実行するエンド ポイントから CDR な
し

基本的な手順

以下を確認します。

 n エンドポイントが、Cisco TMS でサポートされるソフトウェアのバージョンにあります。

 n エンド ポイントに正しい管理アドレスがあります。

 n Cisco TMS サーバの IIS に、/tms/public に対応した匿名認証があります。また、Active 
Directory グループ ポリシーで IUSR アカウントが制限されません。

高度な手順

Cisco TMS サーバの Wireshark のトレースをキャプチャし、エンドポイント IP アドレスでそのプリフ
ィルタ処理を行います。正常に Cisco エンドポイントから CDR を得るには、次のイベントのシーケンス
を表示する必要があります

 1. エンドポイントは、コール中であることを /tms/public/feedback に送信します。エンドポイント
は、コールの進行中に、Cisco TMS に継続的にフィードバックを送信します。

 2. コールが終了すると、エンドポイントが、/tms/public/feedback へのコール項目を送信します。TC 
5.1.1 のソフトウェアを実行する Cisco TelePresence SX20 からのコール項目の例: 

<Call item="175">
  <CallId item="1">48</CallId>
  <Protocol item="1">H323</Protocol>
  <Direction item="1">Incoming</Direction>
  <CallType item="1">Video</CallType>
  <RemoteNumber item="1">h323:1234</RemoteNumber>
  <CallbackNumber item="1">h323:example@example.com</CallbackNumber>
  <DisplayName item="1">example@example.com </DisplayName>
  <CallRate item="1">1920</CallRate>
  <DisconnectCause item="1">Undefined reason</DisconnectCause>
  <DisconnectCauseCode item="1">21</DisconnectCauseCode>
  <DisconnectCauseOrigin item="1">Q850</DisconnectCauseOrigin>
  <StartTime item="1">2012/05/30 14:45:23</StartTime>
  <Duration item="1">11</Duration>
  <Encryption item="1">Aes-128</Encryption>
  <BookingId item="1"></BookingId>
 </Call>

 3. Cisco TMS は、コール項目を解析および処理し、そこから CDR を作成します。ほとんどの項目は 
Cisco TMS に送信されたコール項目から逐語的に取得されます。原因コードなど、一部の値は、ITU-T 
の標準にしたがっていない場合、Cisco TMS によって破棄され、「不明」に設定されることがありま
す。

Cisco TelePresence MCU から CDR なし

基本的な手順

CDR の非同期処理をサポートするソフトウェア バージョン 4.3 以降を実行していることを確認してくだ
さい。
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Cisco TelePresence Server から CDR なし

基本的な手順

以下を確認します。

 1. TelePresence Server は、Cisco TMS によってサポートされているソフトウェア バージョンを実行
しています。

 2. Cisco TMS IIS に、/tms/public に対応した匿名認証があります。また、Active Directory グルー
プ ポリシーで IUSR アカウントが制限されません。

Polycom エンドポイントから CDR なし

基本的な手順

以下を確認します。

 n Polycom エンドポイントが、Cisco TMS でサポートされるソフトウェアのバージョンにあります。

 n Polycom エンドポイントに正しい管理アドレスがあります。

 n Cisco TMS サーバのオペレーティング システムに、MSXML 4.0 または MSXML 6.0 がインストール済
みです。

 n Cisco TMS サーバの IIS に、/pwx に対応した匿名認証があります。また、Active Directory グ
ループ ポリシーで IUSR アカウントが制限されません。

高度な手順

Cisco TMS サーバの Wireshark のトレースをキャプチャし、エンドポイント IP アドレスでそのプリフ
ィルタ処理を行います。 

正常に Polycom から CDR を得るには、次のイベントのシーケンスを表示する必要があります。

 1. コールが設定されている場合、エンドポイントは、Cisco TMS がコールのモニタリングを開始するよう
に、Cisco TMS サーバの /pwx/nx_status.asp へステータスを送信します。

 2. コールが終了すると、エンドポイントは「type=disconnected」を含んだステータスを送信しま
す。/pwx に送信されるステータス メッセージの例:   

id=sa_sabre&event=sa_cxn_state&serial=1234567890123456&conf_id=14948&cxn_
id=1&direction=incoming&display_name=endpoint@example.com&number=123456&rate=512&cxn_
type=h323&type=disconnected&hangup_type=local&cause_code=16&rollover_cod

 3. Cisco TMS は、その後、エンドポイントから /localcdr.csv ファイルを取得します。.csv ファイル
が Cisco TMS によって解析され、処理され、Polycom から受信したデータに基づいて独自の CDR が
作成されます。

一部のデータは Polycom エンドポイントから受け取ることができないため、不明として報告されること
に注意してください。

レガシー TANDBERG のシステムの統計情報なし

Cisco TMS でレガシー システムの統計情報が表示されない場合は、次の手順を試してください。
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基本的な手順

 n Cisco TMS 以外の SNMP ツールがサーバ上で動作していないことを確認します

 n システムの管理アドレス( インフラストラクチャ システムの場合はフィードバックの受信者) が 
http://<FQDNofTMS>/tms/public/feedback/code.aspx に設定されていることを確認します。 HTTPS 
を使用するようにアドレスが設定されている場合、これは、Cisco TMS IIS でイネーブルにされている
必要があります。

 n 症状またはエラー メッセージのログはサーバ上の C:\Program 
Files\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log-TMSSNMPservice.txt で確認します。

 n TMSSnmpService を再始動します。 この Windows サービスに関する詳細について
は、「TMSSnmpService [p.17]」を参照してください。

高度な手順

Wireshark を使用して、Cisco TMS がシステムから SNMP データを受信中であることを確認します。
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原因( Cause) コード

コー
ド

説明

0 Cisco 固有。ITU-T 標準に含まれていません。

1 この原因は、番号は有効な形式であるが、現在割り当てられていないため、発信側ユーザが要求した宛先に
到達できないことを示します。

2 この原因は、この原因を送信した装置が、認識していない特定の中継ネットワークを介したコールのルーテ
ィング要求を受け取ったことを示します。この原因を送信している機器は、その中継ネットワークが存在し
ないか、その特定の中継ネットワークが存在していても、この原因を送信している機器に対して機能してい
ないため、中継ネットワークを認識していません。

3 この原因は、コールがルーティングされたネットワークが、目的の宛先に対してサービスを提供していない
ために、この着信側にアクセスできないことを示します。この原因は、ネットワーク特有の基準でサポート
されています。

5 この原因は、着信者番号にトランク プレフィックスが誤って包含されていることを示します。この番号
は、顧客宅内装置によってネットワークに送信される着信番号から削除されると見なされます。

6 この原因は、最後に指定されたチャネルでは、このコールで使用するための送信側が受け入れられないこと
を示します。

7 この原因は、ユーザに対して着信コールがあり、その着信コールが、同様のコールのためにそのユーザに対
してすでに確立されているチャネルに接続されていることを示します( たとえば、パケットモード x.25 仮
想コール) 。

8 この原因は、コールが優先されることを示します。

9 この原因は、コールが優先され、回路が優先交換で再利用されるために予約されていることを示します。

16 この原因は、コールに関与しているいずれかのユーザがコールのクリアを要求したために、コールがクリア
されたことを示します。

17 この原因は、着信側ユーザが別のコールを受け入れることができないと示された場合に使用されます。この
原因は、着信側のユーザまたはネットワークで生成されることがあります。使用の機器にコールとの互換性
があることに注意してください。

18 この原因は、着信側が割り当てられた所定の時間内にアラートまたは接続通知でコール確立メッセージに応
答しない場合に使用されます( 時間 T303 または T310 の期限切れによる Q.931 で) 。

19 この原因は、ユーザが所定の時間内にアラート通知を提供したが、接続通知を提供しなかった場合に使用さ
れます。 
注：この原因は、必ずしも顧客宅内装置によって生成されるのではなく、内部ネットワーク タイマーで生
成されることがあります。

20 この原因値は、モバイル ステーションがログオフした場合、モバイル ステーションで無線接続が取得され
なかった場合、または個人通信ユーザが一時的にどのユーザ ネットワーク インターフェイスでもアドレス
指定できない場合に使用されます。

21 この原因は、この原因を送信した装置が、ビジーまたは非対応ではないため、コールを受け入れられるにも
かかわらず、この原因を送信した装置が、このコールの受け入れを拒否していることを示します。この原因
はネットワークにより生成されることもあり、この場合、このコールが補足サービスの制約により消去され
たことを示します。診断フィールドには、補足サービスの追加情報や却下の理由が含まれている場合があり
ます。

22 この原因は、発信側によって指定された着番号が、現在では割り当てられていない場合に、着信側に返され
ます。新しい着信者番号が、オプションで診断フィールドに含まれている場合があります。ネットワークで
この原因がサポートされていない場合は、原因番号 1( 未割り当て) が代わりに使用されます。

26 この原因は、ユーザに対して着信コールがなかったことを示します。

27 この原因は、宛先へのインターフェイスが正常に機能していないため、その宛先に到達できないことを示し
ます。シグナリング メッセージは、ハードウェア障害が原因で配信できませんでした。

28 この原因は、着番号が有効な形式ではないか、不完全であるために、この着信側にアクセスできないことを
示します。
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29 この原因は、ユーザが要求したファシリティがネットワークによって提供されない場合に返されます。

30 この原因は、STATUS メッセージが生成された理由が STATUS ENQUIRY の受信の前である場合、STATUS メッ
セージに含まれます。

31 この原因は、通常のクラスのその他の原因が適用されない場合にだけ、通常のイベントを報告するために使
用されます。

34 この原因は、現在、コールを処理するために利用できる適切な回路/チャネルがないことを示します。注：
このコールを受信した場合、データ レートを 64K から 56K に落とすなど、他のデータ サービスを試して
ください。

35 この原因は、コールが次の使用可能なデバイスによってサービスのキューに入ったことを示します。

38 この原因は、ネットワークが正常に動作していないことと、この状態が比較的長い時間続くことが予測され
るということを示します。直後に試行されるコールは、おそらく正常に接続しません。

39 この原因は、確立された固定フレーム モードの接続が( たとえば、装置またはセクションの障害が原因
で) アウトオブサービスであることを示すために、STATUS メッセージに含まれます [Annex A/Q.933 を参
照してください]。

40 この原因は、確立された固定フレーム モードの接続が動作可能で、ユーザ情報を伝送できることを示すた
めに、STATUS メッセージに含まれます。[Annex A/Q.933 を参照してください]。

41 この原因は、ネットワークが正常に動作していないことと、この状態は長く続かないことが予測されるとい
うことを示します。直後に試行されるコールは、おそらく正常に接続します。

42 この原因は、この原因を生成した装置の切り替えによってトラフィックが増大することを示します。

43 この原因は、診断に示すように、ネットワークがアクセス情報、低レイヤ互換性、高レイヤ互換性、または
サブアドレスを配信できなかったことを示します。

44 この原因は、要求エンティティによって指定された回路またはチャネルが、インターフェイスの他の側で提
供できない場合に返されます。

46 この原因は、優先できる回線がない、または着信側ユーザが同じかより高い優先レベルのコールでビジー状
態であることを示します。

47 この原因は、リソース使用不可クラスの他の原因が適用されない場合にのみ、リソース使用不可イベントを
レポートするために使用されます。

49 この原因は、要求された QoS が提供できないことを報告するために使用されます( 遅延はサポートできま
せん) 。

50 この原因は、要求された補足サービスがユーザの過失のために提供できなかったことを示します。この原因
コードは、誤ったスイッチ タイプに設定されている CPE によって、よく発生します。

52 この原因は、ネットワークによって提供されるコール スクリーニングのため、発信側ユーザがコールを許
可されないことを示します。

53 この原因は、発信側は発信 CUG コールの CUG メンバですが、この CUG メンバに対して発信コールが許可
されていないことを示します。

54 この原因は、SETUP メッセージで配布されたコールを着信側ユーザが受け入れないことを示します。

55 この原因は、発信側は着信 CUG コールの CUG メンバですが、この CUG メンバに対して着信コールが許可
されていないことを示します。

57 この原因は、装置によって実装されているが、このユーザが使用を許可されていないベアラ機能をユーザが
要求したことを示します。

58 この原因は、ユーザがベアラ機能を要求したことを示します。ベアラ機能は、この原因を生成した装置によ
って実装されますが、この時点では利用できません。

62 この原因は、指定された発信アクセス情報と加入者クラスの不整合を示します。

63 この原因は、利用できないクラスのサービスまたはオプションのその他の原因が適用されない場合にだけ、
サービスまたはオプションを利用できないというイベントを報告するために使用されます。

65 この原因は、この原因を送信した装置が、要求されたベアラ機能をサポートしていないことを示します。

66 この原因は、この原因を送信した装置が、要求されたチャネル タイプをサポートしていないことを示しま
す。
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69 この原因は、この原因を送信した装置が、要求された補足サービスをサポートしていないことを示します。

70 この原因は、機器が制限なしのベアラ サービスを要求したが、原因を送信した機器は、要求されたベアラ
機能の制限バージョンだけをサポートしていることを示します。

79 この原因は、このクラスのその他の原因が適用されない場合にだけ、実装されていないサービス r オプシ
ョンを報告するために使用されます。

81 この原因は、この原因を送信した装置が、現在ユーザネットワーク インターフェイスで使用されていない
コール参照を持つメッセージを受信したことを示します。

82 この原因は、この原因を送信した装置が、コール用のインターフェイス上でアクティブになっていないチャ
ネルを使用するという要求を受け取ったことを示します。たとえば、チャネル 1 ～ 12 にだけ加入してい
るユーザが、いずれかの側によってチャネル 13 ～ 23 を要求されると、この原因が生成されます。

83 この原因は、現在、一時停止中のコールで使用されているコール ID とは異なるコール ID でコールの復帰
が試行されたことを示します。

84 この原因は、ネットワークがコール復帰要求を受け取ったことを示します。コール復帰要求には、現在イン
ターフェイスのドメイン内に一時停止されている( 復帰可能な) コールが存在することを示していないコー
ル ID 情報要素が含まれています。

85 この原因は、ネットワークが、現在インターフェイスのドメイン内に一時停止されている( 復帰可能な)
コールが存在することを示していないコール ID 情報要素を含むコール復帰要求を受け取ったことを示しま
す。

86 この原因は、ネットワークがコール復帰要求を受け取ったことを示します。要求には、一時停止中のコール
があったが、一時停止中に( ネットワーク タイムアウトまたはリモート ユーザによって) コールがクリア
されたことを示すコール ID 情報要素が含まれています。

87 この原因は、着信 CUG コールの着信側ユーザが指定された CUG のメンバではないか、または発信側ユーザ
が CUG の加入者にコールする通常の加入者であることを示します。

88 この原因は、この原因を送信した装置が、対応できない低レイヤ互換性、高レイヤ互換性、または他の互換
性属性( たとえば、データ レート) があるコールを確立する要求を受け取ったことを示します。

90 この原因は、指定された CUG が存在しないことを示します。

94 この原因は、Annex C/Q.931 で定義されているように、不正な形式の中継ネットワーク ID を受信したこと
を示します。

95 この原因は、無効なクラスの他の原因が適用されない場合にだけ、無効なメッセージ イベントを報告する
ために使用されます。

96 この原因は、この原因を送信した装置が、メッセージを処理するために必要な情報要素が欠落しているメッ
セージを受信したことを示します。

97 この原因は、この原因を送信した装置が、定義されていないメッセージであるか、定義されているものの、
この原因を送信した装置で実装されていないために認識されないメッセージ タイプのメッセージを受信し
たことを示します。

98 この原因は、この原因を送信した装置が、手順でこのコールの状態で受信できるメッセージであることが示
されていないメッセージを受信したか、または互換性のないコールの状態を示す STATUS メッセージを受信
したことを示します。

99 この原因は、この原因を送信した装置が、認識されない情報要素/パラメータが含まれるメッセージを受信
したことを示します。これは、情報要素/パラメータが定義されていないか、または定義されているもの
の、この原因を送信した装置によって実装されないためです。この原因は、情報要素またはパラメータが破
棄されたことを示します。ただし、原因を送信した装置でメッセージを処理するために、情報要素がメッ
セージに存在する必要はありません。

100 この原因は、この原因を送信した装置が情報要素を受け取り、実装したものの、その情報要素内の 1 つ以
上のフィールドが、この原因を送信した装置で実装されない方法でコード化されていることを示します。

101 この原因は、このコールの状態との互換性がないメッセージを受信したことを示します。

102 この原因は、Q.931 エラー処理手順に関連付けられたタイマーの期限切れにより、手順が開始されたことを
示します。
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103 この原因は、この原因を送信した装置が、パラメータが定義されていないか、定義されているがこの原因を
送信した装置で実装されていないため、認識されないパラメータを含むメッセージを受信したことを示しま
す。

110 この原因は、この原因を送信した装置が、認識されないパラメータを含む着信メッセージを廃棄したことを
示します。

111 この原因は、プロトコル エラー クラスのその他の原因が適用されない場合にだけ、プロトコル エラーを
報告するために使用されます。

127 この原因は、アクションの原因を提供しないインターネットワーキングがあったことを示します。送信され
るメッセージの正確な原因は不明です。

128 この原因は、着信側ユーザが別のコールを受け入れることができないと示された場合に使用されます。

129 この原因は、この原因を送信した装置が、ビジーまたは非対応ではないため、コールを受け入れられるにも
かかわらず、この原因を送信した装置が、このコールの受け入れを拒否していることを示します。

130 この原因は、番号は有効な形式であるが、現在割り当てられていないため、発信側ユーザが要求した宛先に
到達できないことを示します。

131 この原因は、不明な理由によって、宛先にアクセスできないことを示します。

132 この原因は、一般的なエラーによって、宛先にアクセスできないことを示します。

133 この原因は、ゲートキーパーがコールを拒否したことを示します。

134 この原因は、ゲートキーパーが番号を検出できなかったことを示します。

135 この原因は、ゲートキーパーがコールをタイムアウトにしたことを示します。

136 この原因は、ゲートキーパーが非アクティブであることを示します。

255 Cisco 固有。ITU-T 標準に含まれていません。
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資料のインベントリ
Cisco TMS の最新バージョンのすべての資料
は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/tsd_products_support_series_home.html か
ら入手できます。

拡張のマニュアルは http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/tsd_products_support_
series_home.html にあります

タイトル 参照 リンク

Cisco TelePresence Management Suite Installation Guide D14389 http://cisco.com

Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension 
Deployment Guide

D14941 http://cisco.com

Cisco TelePresence Conductor with Cisco TMS Deployment Guide D15001 http://cisco.com

Cisco TelePresence Video Communication Server Administrator 
Guide

D14049 http://cisco.com

Cisco Unified Communications Manager マニュアル — http://cisco.com

Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 印刷可能なヘルプ D14840 http://cisco.com

Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide D14826 http://cisco.com

SQL Server 2008 Database Mirroring Overview — http://msdn.microsoft.com

SQL Server 2008 Failover Clustering — http://download.microsoft.com
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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になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記
載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program 
developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain 
version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright c 1981, Regents of 
the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、
障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的
への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によっ
て発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとしま
す。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことに
よって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損
害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切
負わないものとします。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in 
the U.S.and other countries.A listing of Cisco's trademarks can be found at 
www.cisco.com/go/trademarks.その他の商標はそれぞれの権利者の財産です。The use of the word 
partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other 
company.(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。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、
説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたと
しても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

c 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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