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はじめに 

Cisco TelePresence Conductor について 
Cisco TelePresence Conductor は、ビデオ会議ブリッジ リソースを管理し、ビデオ会議ネットワーク全体に復元

力と容量の拡張を提供します。また、コール制御デバイスである Cisco TelePresence Video Communication 
Server（Cisco VCS）および Cisco Unified Communications Manager や、会議ブリッジの Cisco 
TelePresence MCU および Cisco TelePresence Server と密接に統合されています。 

TelePresence Conductor により、十分な権限を持つ各エンドポイントでは、1 つの番号をダイヤルするか、また

は 1 つの URI（ランデブー会議）をクリックするだけで会議の作成や参加が可能になります。また、Multiway 会
議もサポートしています。この会議は、コールに参加済みの 2 つのエンドポイントが別のエンドポイントを追加し

た際に開始されます。 

TelePresence Conductor は会議ブリッジ リソースを管理し、適切な会議ブリッジにコール ルーティングを行いま

す。会議の規模が 1 会議ブリッジの容量を超えると、その会議は新たな会議ブリッジにカスケードされます。カス

ケードが機能するためには TelePresence Server バージョン 4.0(1.57) 以降が必要です。 

TelePresence Conductor では、各会議のプロパティに基づいて、会議ブリッジの優先順位を選択することがで

きます。たとえば、会議ブリッジを地理的なロケーションに基づいて、またはビデオ品質（HD か SD か、など）に

基づいて選択することができます。 

本バージョンの TelePresence Conductor では、次の 2 つのタイプの導入シナリオで Cisco VCS をサポートし

ています。 

 Cisco VCS の外部ポリシー サービス インターフェイスを使用する  
この方法は、TelePresence Conductor ソフトウェアの今後のバージョンでは廃止される可能性があります。 

 TelePresence Conductor のバックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用する 
この方法には、Cisco VCS と TelePresence Conductor の間に SIP トランクが必要です。これは、より推奨さ

れる使用方法です。 

このマニュアルでは、TelePresence Conductor の B2BUA を使用した導入方法について説明します。Cisco 
VCS の外部ポリシー サーバ インターフェイスを使用した導入の詳細については、『Cisco TelePresence 
Conductor with Cisco VCS (Policy Service) Deployment Guide』を参照してください。 

TelePresence Conductor は、スタンドアロン モードとクラスタ モードの Cisco VCS をサポートします。 

重複しない適切なダイヤル プランを使用することにより、Cisco VCS または Cisco VCS クラスタあたり最大 20 
の TelePresence Conductor または TelePresence Conductor クラスタを設定できます。 

このドキュメントについて 
このマニュアルでは、システムで使用される Cisco VCS（または Cisco VCS クラスタ）、TelePresence 
Conductor、および会議ブリッジを設定する方法について説明します。この導入ガイドの手順に従って上記のデ

バイスを設定すると、次の機能を提供できるようになります。 

 エンドポイント ユーザは、ランデブー会議用エイリアス meet.<会議名>.HD@vcs.domain を呼び出すことが

できます。ユーザがこのエイリアスを呼び出す最初のユーザの場合、TelePresence Conductor は新しい会議

を作成し、ユーザはそこにルーティングされます。会議は高画質ポートを持つ会議ブリッジに優先的に作成され

ます。HD 会議ブリッジで使用可能なポートがない場合、会議は SD 会議ブリッジに作成されます。または、会

議がすでに存在する場合、エイリアスはそこにルーティングされます。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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 エンドポイント ユーザは、ランデブー会議用エイリアス meet.<会議名>.SD@vcs.domain を呼び出すことが

できます。ユーザがこのエイリアスを呼び出す最初のユーザの場合、TelePresence Conductor は新しい会議

を作成し、ユーザはそこにルーティングされます。会議は標準画質ポートを持つ会議ブリッジに優先的に作成さ

れます。この会議ブリッジで使用可能なポートがない場合、コールは拒否されます。会議がすでに存在する場

合、そこにルーティングされます。 
 エンドポイント ユーザは会議 meet.boss@vcs.domain にダイヤルして着信し、エンドポイント 

boss@vcs.domain を自動的にこの会議にダイヤルインさせることができます。 
 エンドポイント ユーザはエイリアス teach.<レクチャー名>@vcs.domain にダイヤルし、SD ポートを持つ会

議ブリッジにレクチャー タイプの会議を作成するか、ホストとして参加できます。使用可能な SD ポートがない

場合、会議は HD 会議ブリッジに作成されます。 
 エンドポイント ユーザはエイリアス learn.<レクチャー名>@vcs.domain にダイヤルし、SD ポートを持つ会

議ブリッジにレクチャー タイプの会議を作成するか、ホストとして参加できます。使用可能な SD ポートがない

場合、会議は HD 会議ブリッジに作成されます。 
 meet.<会議名>.HD@<ドメイン> 会議または teach.<レクチャー名>@vcs.domain 会議のサイズが大きく

なり、ホストされている会議ブリッジで使用可能なリソースを必要なリソースが上回った時点で、TelePresence 
Conductor は新しい会議参加者を 2 個目の会議ブリッジにリダイレクトし、2 つの会議ブリッジ間にカスケード

を設定します。ただし、これは十分なリソースの存在が条件となります。 

このマニュアルでは、システムが正しく動作していることを確認する方法についても説明します。 

Cisco VCS、TelePresence Conductor および会議ブリッジのシステム設定パラメータの詳しい説明については、

各製品の管理者ガイドおよびオンライン ヘルプを参照してください。Cisco VCS および TelePresence 
Conductor の各 Web インターフェイスでは、フィールド ヘルプ（各入力フィールドの横にある  アイコンをクリッ

クしてアクセスする）と、状況依存ヘルプ システム（各ページの右上隅にある  アイコンをクリックしてアクセス

する）が提供されています。 

関連資料 
このマニュアルでは、単一の TelePresence Conductor の使用を中心に説明します。TelePresence Conductor 
クラスタの導入方法について詳しくは、『Cisco TelePresence Conductor Clustering with Cisco VCS 
(B2BUA) Deployment Guide』を参照してください。 

このマニュアルは Web インターフェイスを使用して、正規表現の会議エイリアスを持つ TelePresence 
Conductor を設定する方法について説明します。Cisco TMSPE を使用して CMR（コラボレーション会議室）をプ

ロビジョニングする場合は、会議テンプレート、会議エイリアス、および自動ダイヤル参加者を TelePresence 
Conductor に設定するタスクを省略します。その代わり、『Cisco TelePresence Management Suite 
Provisioning Extension with Cisco VCS Deployment Guide』に従ってください。 

TelePresence Conductor with Unified CM を導入する方法の詳細については、『Cisco TelePresence 
Conductor with Cisco Unified Communications Manager Deployment Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-installation-guides-list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-installation-guides-list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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TelePresence Conductor を使用したコール フロー 
このマニュアルで説明される設定手順をより良く理解するには、ビデオ ネットワークの各部においてコール フロー

がどのように通過するかを理解することが重要です。 

 

コール フローのこの部分が完了すると、コールがセットアップされ、エンドポイントと会議ブリッジ間のメディア フ
ローが確立されます。 
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TelePresence Conductor 会議ブリッジの選択プロセス 
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個々の有効な会議要求を TelePresence Conductor が受信したときに会議が作成される手順は、簡単に言えば

次のようになります。 

 

点線は、通常の会議要求の処理と同時に発生するオプションの手順を示します。 
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ネットワーク配置の例 
次に示すネットワークの例を、このマニュアルで説明する導入設定の基礎として使用します。 

 

 
 

内部ネットワーク上の要素は、内部ネットワークのドメイン名を持ちます。この内部ネットワーク ドメイン名を、パブ

リック DNS が解決することはできません。 

たとえば、Cisco VCS には内部的に解決可能な名前 vcs.internal-domain.net が設定されます（内部 DNS 
サーバによって IP アドレス 10.1.2.3 に解決されます）。 

Cisco TelePresence ネットワークの要素 

Cisco VCS 

Cisco VCS は、内部ネットワーク上のデバイスの SIP レジストラ、SIP プロキシ、および H.323 ゲートキーパー

として機能します。 
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カンファレンス ブリッジ 

会議ブリッジとは、複数のビデオ コールを 1 つのマルチポイント ビデオ会議に集約できるネットワーク デバイスで

す。TelePresence Conductor バージョン XC4.0 は、TelePresence MCU および TelePresence Server の各

会議ブリッジ タイプをサポートします。 

エンドポイント 

これらは、ビデオ コールを受信・発信するデバイスです。それらは、Jabber Video（Movi）のような PC および 
Mac 上のソフトウェアクライアント、EX90 や 9971 などのデスクトップ エンドポイント、または MX300 などの会議

室システムなどです。 
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Cisco VCS を使用した TelePresence Conductor の
導入 

前提条件 
システム設定を開始する前に、次の条件を満たしていることを確認します。 

 バージョン X7.0 以降の Cisco VCS（または VCS クラスタ）を実行しており、かつ SIP レジストラおよびプロキ

シとして動作するように設定されている必要があります。少なくとも 3 つのエンドポイントを登録してシステムを

テストし、これらのエンドポイントが互いにコールできることを確認します。詳細については、『VCS 
Administrator Guide』を参照してください。 

 TelePresence Conductor に電源が入っており、バージョン XC4.0 を実行中で、ネットワークを介してアクセス

できる必要があります。この段階にするための詳細については、『Cisco TelePresence Conductor 
Administrator Guide』を参照してください。 

 TelePresence Conductor では、管理用に設定されている IP アドレスを持っており、かつ一意の IP アドレスを

追加できる必要があります。このアドレスは、Cisco VCS により使用される、ロケーションをサポートするランデ

ブー タイプのコールを作成するための要件を満たす上で必要です。 
 1 つ以上の会議ブリッジに電源が入っており、HTTP/HTTPS および SIP TLS を介してアクセス可能である必

要があります。会議ブリッジの基本設定は、該当するインストレーション ガイドに従って完了している必要があり

ます。 
これのブリッジは TelePresence Conductor 専用にする必要があります。他のデバイスは、 TelePresence 
Conductor を介さずにそれらのブリッジにコールをルーティングすることはできません。 

 次の Cisco TelePresence MCU が TelePresence Conductor でサポートされます。 
• MCU 4200 シリーズ、バージョン 4.2 以降 
• MCU 4500 シリーズ、バージョン 4.2 以降 
• MCU 5300 シリーズ、バージョン 4.3（2.17）以降 
• MCU MSE 8420 バージョン 4.2 以降 
• MCU MSE 8510 バージョン 4.2 以降 
注：最新のソフトウェア バージョン（4.5）は、すべての TelePresence MCU にインストールすることを推奨しま

す。最新バージョンをインストールしない場合は、一部の機能がサポートされません。 
 TelePresence Conductor では、次の Cisco TelePresence Server がサポートされます。 

• TelePresence Server 7010 バージョン 3.0(2.46) 以降 
• TelePresence Server MSE 8710 バージョン 3.0(2.46) 以降 
• TelePresence Server バージョン 3.1 以降（仮想マシンの場合） 
• TelePresence Server バージョン 3.1 以降（Multiparty Media 310/320 の場合）  
注：最新のソフトウェア バージョン（4.1）は、すべての TelePresence Server にインストールすることを推奨し

ます。最新バージョンをインストールしない場合は、一部の機能がサポートされません。カスケードが機能する

ためには TelePresence Server バージョン 4.0(1.57) 以降が必要です。 
 このマニュアルでは、会議ブリッジがポート A でネットワークに接続されていると想定します。 
 設定されている Cisco VCS、TelePresence Conductor および会議ブリッジの Web インターフェイスへのアク

セスには Web ブラウザを使用できます。 

ダイヤル プランの設計 
ダイヤル プランはネットワーク内のすべてのエイリアスとコール ルートを定義します。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/prod_maintenance_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11337/prod_maintenance_guides_list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
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ネットワークに Cisco TelePresence Conductor を追加する前に、ダイヤル プランの一部として次のことを考慮す

る必要があります。 

 必要な会議のタイプ（詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』を参照）。 
 ユーザが会議を作成するか、または会議に参加するためにダイヤルする会議エイリアスの形式。 

既存の導入に TelePresence Conductor を統合する場合は、TelePresence Conductor が使用するダイヤル 
プランの要素が、導入ですでに使用中の要素を補足するものであり、競合しないことが重要です。 

この導入ガイドでは次のダイヤル プランの要素を使用し、TelePresence Conductor および Cisco VCS を設定

します。 

 

要素 書式 

TelePresence MCU 上のレクチャー ホストの会議エイリアス teach.<レクチャーの名前>@vcs.domain 

TelePresence MCU 上のレクチャー ゲストの会議エイリアス Learn.<レクチャーの名前>@vcs.domain 

TelePresence MCU 上の高画質会議参加者の会議エイリアス meet.<会議名>.HD@vcs.domain 

TelePresence MCU 上の標準画質会議参加者の会議エイリアス meet.<会議名>.SD@vcs.domain 

TelePresence Server 上のレクチャー ホストの会議エイリアス teachts.<レクチャーの名前>@vcs.domain 

TelePresence Server 上のレクチャー ゲストの会議エイリアス learnts.<レクチャーの名前>@vcs.domain 

TelePresence Server 上の高画質会議参加者の会議エイリアス meetts.<会議名>.HD@vcs.domain 

TelePresence Server 上の標準画質会議参加者の会議エイリアス meetts.<会議名>.SD@vcs.domain 

 

TelePresence MCU の設定 
次のタスクは、導入で会議ブリッジとして TelePresence Server のみを使用する場合は省略できます。 

タスク 1：TelePresence MCU 設定のデフォルトへのリセット 

この TelePresence Conductor で使用されるすべての TelePresence MCU に同じ構成時の設定が適用される

ように、TelePresence MCU 設定をデフォルト値にリセットします。 

1. 次のテキストのみを含む xml ファイルを作成します。 
<configuration/> 

2. 設定する TelePresence MCU の Web インターフェイスにアクセスし、管理者としてログインします。 
3. [Setting] > [Upgrade] に移動します。 
4. [Restore configuration] セクションで、[Overwrite settings]、[Network settings] および [User settings] に

チェックマークが付いていないことを確認します。 
5. [Backup file to be restored] の隣の [Choose File] をクリックし、以前に作成した xml ファイルを選択します。 
6. [Restore backup file] をクリックします。 
7. [Settings] > [Shutdown] に移動して TelePresence MCU をシャットダウンし、その後、再起動します。 

タスク 2：ユーザの作成 

TelePresence Conductor が TelePresence MCU と通信するには、管理者権限を持つユーザのクレデンシャル

を使用する必要があります。このタスク用に、管理者レベルの専用ユーザを作成することを推奨します。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/prod_maintenance_guides_list.html�
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1. TelePresence MCU で [Users] に移動し、[Add new user] をクリックします。 
2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 
 

User ID 使用する TelePresence Conductor のユーザ名を入力します。 

Name このユーザの名前を入力します。 

Password 使用する TelePresence Conductor のパスワードを入力します。 

Force user to change password on next login オフ。 

Privilege level [Administrator] を選択します。 

 

 

3. [Add user] をクリックします。 

タスク 3：暗号キーのインストール 

TelePresence MCU は通信にセキュアな接続を使用できます。これらのセキュリティ機能は、[Encryption] オプ

ション キーにより有効になります。この導入が機能するには、このオプション キーをインストールする必要があり

ます。 

キーがインストールされているか確認する、またはキーをインストールするには次の手順を実行します。 

1. [Setting] > [Upgrade] に移動します。 
2. [Feature Management] セクションに移動し、[Encryption] キーがインストールされていることを確認します。

キーがインストールされていない場合、 [Activation code] を入力し、[Update features] をクリックします。 
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TelePresence MCU で暗号化の使用を有効にするには、次の手順を実行します。 

1. [Settings] > [Encryption] に移動します。 
2. [Encryption status] を [Enabled] に設定します。 
3. [SRTP encryption] を [Secure transport (TLS) only] に設定します。 
4. [Apply changes] をクリックします。 
5. [Network] > [Services] に移動します。 
6. [Secure web (port 443)] がオンになっていることを確認します。 
7. [Encrypted SIP (TLS)] がオンになっていることを確認します。 

SIP（TLS）を、Cisco VCS でも設定する必要があります。 
8. [SIP (TCP)] がオフになっていることを確認します。 
9. [SIP (UDP)] がオフになっていることを確認します。 

10. [Incoming H.323] がオンになっていることを確認します。TelePresence MCU カスケードが機能するためには、

H.323 が必要です。 
11. [Apply changes] をクリックします。 

 

12. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 4：SIP の設定 

1. [Settings] > [SIP] に移動します。 
2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
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SIP registrar usage [Disabled] を選択します。 

SIP proxy address ブランクのままにします。 

Outgoing transport [TLS] を選択します。 

Use local certificate for outgoing connections and registrations このボックスをチェックします。 

 

 

3. [Apply changes] をクリックします。 
4. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 5：H.323 登録の無効化 

1. [Settings] > [H.323] に移動します。 
2. [H.323 gatekeeper usage] を [Disabled] に設定します。 
3. すべての他のフィールドをデフォルト値のままにします。 
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4. [Apply changes] をクリックします。 
5. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 6：その他の設定の変更 

すべての会議ブリッジで次の手順を実行します。 

1. [Settings] > [Conferences] に移動します。 
2. [Conference Settings] で、[Media port reservation] が [Disabled] に設定されていることを確認します。 

 

3. [Apply changes] をクリックします。 
4. [Gatekeeper] > [Built in Gatekeeper] に移動します。 
5. [Configuration] で、[Status] が [Disabled] に設定されていることを確認します。 

注：MCU 5300 シリーズにはゲートキーパーは組み込まれていません。 

 

6. [Apply changes] をクリックします。 
7. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 
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TelePresence Server の設定 
次のタスクは、導入で会議ブリッジとして TelePresence MCU のみを使用する場合は省略できます。 

タスク 7：ユーザの作成 

TelePresence Conductor が TelePresence Server と通信するには、管理者権限を持つユーザのクレデンシャ

ルを使用する必要があります。このタスク用に、管理者レベルの専用ユーザを作成することを推奨します。 

1. 設定する TelePresence Server の Web インターフェイスにアクセスし、管理者としてログインします。 
2. [User] > [Add New User] に移動します。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 
 

User ID 使用する TelePresence Conductor のユーザ名を入力します。 

Name このユーザの名前を入力します。 

Password 使用する TelePresence Conductor のパスワードを入力します。 

Access rights [Administrator] を選択します。 

 

 
4. [Add user] をクリックします。 

タスク 8：暗号キーのインストール 

TelePresence Server は通信にセキュアな接続を使用できます。これらのセキュリティ機能は、[Encryption] オプ

ション キーにより有効になります。TelePresence Server version 4.1(2.33) 以前の場合、この導入が機能するた

めにはオプション キーをインストールする必要があります。バージョン 4.2 以降では、これは必要なくなります。 

注：バージョン 4.2 から、用語「暗号キー」は「メディア暗号キー」に置き換えられます。ロシア以外のほとんどの顧

客は、依然としてこのキーをインストールすることを希望すると思われます。4.2 よりも前のソフトウェア バージョ

ンを実行する TelePresence Server にインストールされた暗号キーは、バージョン 4.2 以降にアップグレードす

る際にメディア暗号キーに自動的に変換されます。 

[Encryption] キーがインストールされているか確認する、またはキーをインストールするには、次のタスクを実行

します。 

1. [Configuration] > [Upgrade] に移動します。 
2. [Feature management] セクションに移動し、[Encryption] キーがインストールされていることを確認します。

キーがインストールされていない場合、[Add key] フィールドにキーを入力し、[Add key] をクリックします。 
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TLS が TelePresence Server で有効になっていることを確認するには、次の手順を実行します。 

1. [Network] > [Services] に移動します。 
2. [Encrypted SIP (TLS)] がオンになっていることを確認します。 
3. [Incoming H.323]、[SIP (TCP)]、および [SIP (UDP)] がオフになっていることを確認します。 

H.323 は Media 310/320 または仮想マシンプラットフォーム上の TelePresence Server では使用できません。 
4. [HTTPS] がポート 443 で有効になっていることを確認します。 

 
5. [Apply changes] をクリックします。 
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タスク 9：SIP の設定  

TelePresence Server が自動ダイヤル参加者をサポートするためには、シグナリング要求をどこにルーティング

するかを TelePresence Server が知る必要があります。 

1. [Configuration] > [SIP settings] に移動します。 
2. 該当するフィールドに次の値を入力します。 
 

Outbound call configuration ドロップダウン リストから [Call direct] を選択します。 

Outbound address ブランクのままにします。 

Outbound domain ブランクのままにします。 

Username ブランクのままにします。 

Password ブランクのままにします。 

Outbound transport [TLS] を選択します。 

Negotiate SRTP using SDES [For secure transports (TLS) only] を選択します。 

Use local certificate for outgoing connections and 
registrations 

チェックボックスをオンにします。 

 

 

3. [Apply changes] をクリックします。 
4. 他の TelePresence Server についてもこの手順を繰り返します。 

タスク 10：H.323 登録の無効化 

ゲートキーパーの H.323 登録を無効にするには、次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [H323 Settings] に移動します。 
2. [Use gatekeeper] のチェックボックスをオフにします。 
3. すべての他のフィールドをデフォルト値のままにします。 
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4. [Apply changes] をクリックします。 
5. 他の TelePresence Server についてもこの手順を繰り返します。 

タスク 11：動作モードの設定 

（このタスクは、仮想マシン上の Cisco TelePresence Server または Multiparty Media 310/320 上の Cisco 
TelePresence Server には関係ありません。） 

1. [Configuration] > [Operation mode] に移動します。 
2. ドロップダウン リストから [Remotely managed] を選択します。これにより、TelePresence Conductor が 

TelePresence Server を管理できるようになります。 

 

3. [Apply changes] をクリックします。 
4. 変更を有効にするには、TelePresence Server を再起動する必要があります。[Configuration] > [Shutdown] 

に移動します。 
5. [Shutdown TelePresence Server] をクリックします。 
6. [Confirm TelePresence Server shutdown] をクリックします。 
7. [Restart TelePresence Server] をクリックします。 
8. 約 3 分後、TelePresence Server は TelePresence Conductor で使用できるようになります。 

Cisco VCS の設定 

タスク 12：ネイバー ゾーンとして TelePresence Conductor を追加する 

1. [Configuration] > [Zones] > [Zones] に移動します。 
2. [Create new zone] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name たとえば「Conductor」と入力します。 

Type [Neighbor] を選択します。 

H.323 mode [Off] を選択します。 

SIP transport [TLS] を選択します。 
[Port] を 5061 に設定します。 
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Peer 1 address Cisco VCS 用の TelePresence Conductor のランデブー IP アドレスを入力します（TelePresence 
Conductor を管理するのに使用される TelePresence Conductor のプライマリ LAN IP アドレスでは

ありません）。これはタスク 17：TelePresence Conductor で Cisco VCS ランデブー会議の IP アドレ

スを追加する（27 ページ）で TelePresence Conductor に追加されます。 

Zone profile [Custom] を選択します。 

Automatically 
respond to 
SIP searches 

[On] を選択します。 
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4. [Create zone] をクリックします。 

タスク 13：ターゲットとしての TelePresence Conductor ネイバー ゾーンを使用して

検索ルールを設定する 

検索ルールは、Cisco VCS がコールをどこにルーティングするかを定義します。この例では、TelePresence 
Conductor に送信されるシスコの会議エイリアスの形式に一致するコールを選択します。 

検索ルールを設定するには次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [Dial plan] > [Search rules] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Rule name たとえば「To Conductor」と入力します。 

Priority たとえば「10」と入力します。 

Mode [Alias pattern match] を選択します。 

Pattern type [Regex] を選択します。 
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Pattern string 「(meet|meetts|teach|learn|teachts|learnts)\..*@<SIP のドメイン>」と入力します。 

注：<SIP のドメイン> を、ネットワークの該当する SIP ドメインに置き換えます。 

Pattern behavior [Leave] を選択します。 

On successful 
match 

[Stop] を選択します。 

Target [Conductor] を選択します。 

 

 

4. [Create search rule] をクリックします。 

TelePresence Conductor の設定 
ガイドのこのセクションでは、TelePresence Conductor がネットワーク上で到達可能であると想定します。この段

階にするための詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』を参照してください。 

TelePresence Conductor は次の条件を満たしている場合にのみコールを受け入れます。 

 TelePresence Conductor にはデフォルト値から変更されたルート パスワードと管理者パスワードがある。これ

は、セキュリティ機能です。 
 TelePresence Conductor は「usable」ステータスを持つ、少なくとも一つの会議ブリッジで設定されている。こ

れにより、会議ブリッジとの接続が切断された TelePresence Conductor クラスタ メンバに要求が送信されな

いようになります。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
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タスク 14：管理者パスワードの変更 

1. ユーザ「admin」として、デフォルト パスワード「TANDBERG」を使用して TelePresence Conductor にログイ

ンします。 
2. [Users] > [Administrator accounts] に移動します。 
3. 「Admin」ユーザの [View/Edit] をクリックします。 
4. 新しいパスワードを入力します。 
5. [Save] をクリックします。 

注：TelePresence Conductor は管理者パスワードがデフォルト値に設定されている場合、会議要求を処理しま

せん。 

タスク 15：ルート パスワードの変更 

1. ルート（デフォルトのパスワードは「TANDBERG」）として TelePresence Conductor にログインします。デフォ

ルトでは、これを実行できるのは SSH またはシリアル接続の場合のみです。 
2. 「passwd」と入力します。 
3. 新しいパスワードを入力し、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを再入力します。 
4. 次のメッセージが表示されます。 

passwd: password updated successfully 
5. 「exit」と入力して root アカウントからログアウトします。 

注：TelePresence Conductor はルート パスワードがデフォルト値に設定されている場合、会議要求を処理しま

せん。 

タスク 16：システム設定の変更 

1. 管理者権限を持つユーザとして TelePresence Conductor にログインします。 
2. [System] > [DNS] に移動します。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 
 

System host 
name 

TelePresence Conductor のホスト名を入力します。 

Domain name TelePresence Conductor のドメインを入力します。 

これは、Cisco VCS で設定されたドメインと一致する必要があります。ドメインのリストを表示するには、

Cisco VCS の [Configuration] > [Domains] に移動します。 

Address 1 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

Address 2 バックアップ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
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注：TelePresence Conductor の FQDN は <システムのホスト名>.<ドメイン名> です。 

4. [Save] をクリックします。 
5. [System] > [Time] に移動します。デフォルト サーバが到達不能である場合、代替の NTP サーバの入力が必

要なことがあります。 
6. [Status] セクションで、状態が [Synchronized] であることを確認します。これは数分間かかることがあります。 
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タスク 17：TelePresence Conductor で Cisco VCS ランデブー会議の IP アドレスを

追加する 

1. [System] > [Network interfaces] > [IP] に移動します。 
2. [Additional addresses for LAN 1] セクションで、[New] をクリックします。 

 

3. 使用する新しい IP アドレスを入力します。 
注：アドレスは、プライマリ TelePresence Conductor IP インターフェイスと同じサブネット上に存在し、その 
TelePresence Conductor 専用として予約できる必要があります。これはプロセスで先に作成した Cisco 
VCS ネイバー ゾーンで [Peer 1 address] として使用されます。 

4. [Add address] をクリックします。 
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5.  [Additional addresses for LAN 1] リストで、IP アドレスが正しく追加されたことを確認します。 

 

6. [Maintenance] > [Restart options] に移動します。 
7. ネットワーク インターフェイスの変更が適用されるように、[Restart] をクリックします。 
8. TelePresence Conductor が再起動するのを待ちます。 
9. ネットワーク上で TelePresence Conductor の新しい IP アドレスがアクティブであることを確認するには、別

のデバイスから IP アドレスを ping します。 

タスク 18：Cisco VCS のロケーションの設定 

ロケーションを使用することで、Cisco VCS は会議コール要求を TelePresence Conductor バックツーバック 
ユーザ エージェント（B2BUA）に直接、転送できます。任意の Cisco VCS（または Cisco VCS クラスタ）と 
TelePresence Conductor の間のすべてのトラフィックに対して 1 つのロケーションを設定できます。 

Cisco VCS はランデブー会議のみをサポートし、アドホック会議はサポートしないため、会議エイリアスが必要で

す。Cisco VCS に登録されたエンドポイントは Multiway 会議を開始でき、これは、Unified CM に登録されてい

るエンドポイントで開始されたアドホック会議に似ていますが、自発的なランデブー会議を作成するために、会議

エイリアスも使用します。 

1. [Conference configuration] > [Locations] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Location 
name 

ロケーションの名前を入力します。例：VCS location 

Conference 
type 

[Rendezvous] を選択します。 

Rendezvous 
IP address 

ドロップダウン リストから、Cisco VCS コールに使用する TelePresence Conductor の IP アドレスを選択し

ます。これは、Cisco VCS のネイバー ゾーンの [Destination address] に一致する必要があります。 
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Trunk 1 
IP address 

これは、TelePresence Conductor が自動ダイヤル参加者や、Cisco TMS によって開始されたその他のア

ウトダイヤルされたコールを Cisco VCS に転送する必要がある場合にのみ必要です。 
Cisco VCS の IP アドレスを入力します。 
Cisco VCS クラスタを使用する場合は、追加のトランクの IP アドレスおよびポートを入力します。 
複数のトランクの IP アドレスを指定すると、TelePresence Conductor はロケーションのすべてのトランクの 
IP アドレスを同等のものと見なします。宛先が到達可能である限り、定義されたどのトランクの IP アドレスで

も使用できます。TelePresence Conductor が現在使用している SIP トランクの宛先が到達不能になった場

合、自動的に別のアクセス可能な宛先が使用されます。TelePresence Conductor は宛先の 1 つだけを維

持し、設定された複数の宛先でダイヤルアウト コールのロード バランシングを行いません。 

Trunk 1 Port 「5061」を入力します。 

Trunk 
protocol 

[TLS] を選択します。 

 

 

4. [Add location] をクリックします。 

タスク 19：会議ブリッジ プールのセットアップ 
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会議ブリッジ プールをセットアップするには、会議ブリッジ プールを作成し、それに、1 つ以上の会議ブリッジを追

加する必要があります。次の会議ブリッジ プールをセットアップする例を以下に示します。 

 TelePresence MCU がホストする HD 会議 
 TelePresence MCU がホストする SD 会議 
 TelePresence Server がホストする HD 会議 
 TelePresence Server がホストする SD 会議 

注：1 つのプール内のすべての会議ブリッジの容量を同一にすることを強く推奨します。そうすることで、会議ブ

リッジ間で会議を効率的に分散できます。1 つのプール内に容量が異なる会議ブリッジがあると、会議の配置バ

ランスが悪くなることがあります。 

TelePresence MCU HD 会議ブリッジ プールの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Pool name] フィールドで HD MCU pool などの会議ブリッジ プールの名前を入力します。 
4. 正しい [Conference bridge type]（この場合は [TelePresence MCU]）を選択します。 
5. ドロップダウン リストから、Cisco VCS に設定する [Location] を選択します。 

 

6. [Create pool] をクリックします。 

HD 会議ブリッジ プールに TelePresence MCU を追加する 

1. [Conference bridge pools] ページから [Create conference bridge] をクリックします。 
2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 
 

Name 会議ブリッジの名前を入力します。例：HD MCU 

State [Enabled] を選択します。 

IP address or 
FQDN 

HD 会議ブリッジの IP アドレスを入力します。 

Protocol [HTTPS] を選択します。 
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Port  「443」を入力します。 

Conference bridge 
username 

会議ブリッジの管理者ユーザ名を入力します。例：conductoradmin （これは「タスク 2：ユーザの

作成（13 ページ）」で作成されます。） 

Conference bridge 
Password 

このユーザの会議ブリッジのパスワードを入力します。 

Dial plan prefix ここは空欄のままにします。 

Dedicated content 
ports 

TelePresence MCU に適した値を入力します。TelePresence MCU がすでに専用コンテンツ ポート

を持っているかどうかを調べるには、「付録 2：Cisco TelePresence MCU の専用コンテンツ ポート

の識別（74 ページ）」の手順に従ってください。 

SIP port 会議ブリッジが SIP TLS のトラフィックをリッスンする SIP ポートを入力します。通常これは「5061」
です。 

H.323 cascade call 
routing 

[Direct] を選択します。 

 

 

3. [Create conference bridge] をクリックします。 
4. [Conference bridges in this pool] セクションの [Status] ヘッダーで、会議ブリッジが [Active] としてリストされ

ていることを確認します。 
5. さらに会議ブリッジ プールに追加する TelePresence MCU がある場合は、この手順を繰り返します。 

TelePresence MCU SD 会議ブリッジ プールの作成 

TelePresence MCU SD 会議ブリッジ プールを作成するには、「TelePresence MCU HD 会議ブリッジ プール

の作成（30 ページ）」の手順を繰り返します。[Pool name] 以外の各フィールドに同じ値を入力します。[Pool 
name] には、たとえば SD MCU pool と入力します。 
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SD 会議ブリッジ プールに TelePresence MCU を追加する 

TelePresence MCU を SD 会議ブリッジ プールに追加するには、「HD 会議ブリッジ プールに TelePresence 
MCU を追加する（30 ページ）」
 

の手順を繰り返します。次のフィールドを除き、各フィールドに同じ値を入力します。 

Name 会議ブリッジの名前を入力します。例：SD MCU 

IP address or 
FQDN 

SD 会議ブリッジの IP アドレスを入力します。これは HD 会議ブリッジとは別の IP アドレスである必要

があります。 

Dial plan prefix ここは空欄のままにします。 

 
TelePresence Server HD 会議ブリッジ プールの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Pool name] フィールドで HD TS pool などの会議ブリッジ プールの名前を入力します。 
4. 正しい [Conference bridge type]（この場合は [TelePresence Server]）を選択します。 
5. ドロップダウン リストから、Cisco VCS に設定する [Location] を選択します。 

 

6. [Create pool] をクリックします。 

HD 会議ブリッジ プールに TelePresence Server を追加する 

会議ブリッジ プールに TelePresence Server を追加する前に、TelePresence Server の動作モードが 
[Remotely managed] に設定されていることを確認します（「タスク 11：動作モードの設定（21 ページ）」

1. [Create conference bridge] をクリックします。 

を参照）。 

2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 
 

Name 会議ブリッジの名前を入力します。例：HD TS 

State [Enabled] を選択します。 

IP address or FQDN HD 会議ブリッジの IP アドレスを入力します。 

Protocol [HTTPS] を選択します。 

Port  「443」を入力します。 

Conference bridge 
username 

会議ブリッジの管理者ユーザ名を入力します。例：conductoradmin （これは「タスク 7：ユーザ

の作成（18 ページ ）」で作成されたものです。） 

Conference bridge 
Password 

このユーザの会議ブリッジのパスワードを入力します。 
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Dial plan prefix これは空欄のままにしておく必要があります。 

SIP port 会議ブリッジが SIP TLS のトラフィックをリッスンする SIP ポートを入力します。通常これは「5061」
です。 

 

 

3. [Create conference bridge] をクリックします。 
4. [Conference bridges in this pool] セクションの [Status] ヘッダーで、会議ブリッジが [Active] としてリストされ

ていることを確認します。 
5. さらに会議ブリッジ プールに追加する TelePresence Server がある場合は、この手順を繰り返します。 

TelePresence Server SD 会議ブリッジ プールの作成 

TelePresence Server SD 会議ブリッジ プールを作成するには、「TelePresence Server HD 会議ブリッジ プー

ルの作成（32 ページ）」

SD 会議ブリッジ プールに TelePresence Server を追加する 

の手順を繰り返します。[Pool name] 以外の各フィールドに同じ値を入力します。[Pool 
name] には、たとえば SD TS pool と入力します。 

TelePresence Server を SD 会議ブリッジ プールに追加するには、「HD 会議ブリッジ プールに TelePresence 
Server を追加する（32 ページ）」

 

の手順を繰り返します。次のフィールドを除き、各フィールドに同じ値を入力し 
ます。 

Name 会議ブリッジの名前を入力します。例：SD TS 

IP address or 
FQDN 

SD 会議ブリッジの IP アドレスを入力します。これは HD 会議ブリッジとは別の IP アドレスである必要

があります。 

Dial plan prefix これは空欄のままにしておく必要があります。 
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タスク 20：サービス設定の作成 

 

サービス設定とは、会議でのリソースの使用順序を定義する会議ブリッジ プールの優先度リストです。設定プロ

セスでは、会議ブリッジ タイプとして TelePresence MCU または TelePresence Server を選択します。会議ブ

リッジの 2 つのタイプを混在させることはできません。会議は、会議ブリッジ プールの優先度を考慮しながら 1 つ
の会議ブリッジから別のブリッジにカスケードできます。 

次のサービス設定を作成する例を以下に示します。 

 TelePresence MCU がホストする HD 会議 
 TelePresence MCU がホストする SD 会議 
 TelePresence Server がホストする HD 会議 
 TelePresence Server がホストする SD 会議 

TelePresence MCU がホストする HD 会議のサービス設定を作成する 

1. [Conference configuration] > [Service Preferences] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Service Preference name] フィールドに Prefer HD with SD fallback と入力します。 
4. [Conference bridge type] フィールドで、[TelePresence MCU] を選択します。 
5. [Add Service Preference] をクリックします。 
6. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[HD MCU pool] を選択します。 
7. [Add selected pool] をクリックします。 
8. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[SD MCU pool] を選択します。 
9. [Add selected pool] をクリックします。 

 

10. [Save] をクリックします。 
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TelePresence MCU がホストする SD 会議のサービス設定を作成する 

1. [Conference configuration] > [Service Preferences] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Service Preference name] フィールドに Prefer SD with HD fallback と入力します。 
4. [Conference bridge type] フィールドで、[TelePresence MCU] を選択します。 
5. [Add Service Preference] をクリックします。 
6. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[SD MCU pool] を選択します。 
7. [Add selected pool] をクリックします。 
8. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[HD MCU pool] を選択します。 
9. [Add selected pool] をクリックします。 

 

10. [Save] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする HD 会議のサービス設定を作成する 

1. [Conference configuration] > [Service Preferences] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Service Preference name] フィールドに Prefer HD TS と入力します。 
4. [Conference bridge type] フィールドで、[TelePresence Server] を選択します。 
5. [Add Service Preference] をクリックします。 
6. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[HD TS pool] を選択します。 
7. [Add selected pool] をクリックします。 
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8. [Save] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする SD 会議のサービス設定を作成する 

1. [Conference configuration] > [Service Preferences] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. [Service Preference name] フィールドに Prefer SD TS と入力します。 
4. [Conference bridge type] フィールドで、[TelePresence Server] を選択します。 
5. [Add Service Preference] をクリックします。 
6. [Pool name] ページの [Pools] セクションで、[SD TS pool] を選択します。 
7. [Add selected pool] をクリックします。 

 

8. [Save] をクリックします。 
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タスク 21：会議タイプの会議の会議テンプレートの作成 

 

会議タイプの会議テンプレートは、同じ権限をすべての参加者に提供するもので、1 つ以上の会議エイリアスが

必要です。次の会議テンプレートを作成する例を以下に示します。 

 TelePresence MCU でホストされる「HD 会議」 
 TelePresence MCU でホストされる「SD 会議」 
 TelePresence Server でホストされる「HD 会議」 
 TelePresence Server でホストされる「SD 会議」 

TelePresence MCU でホストされる「HD 会議」の会議テンプレートの作成 

このテンプレートは、TelePresence MCU リソースに対して SD プールよりも HD プールを優先するサービス設

定を使用します。 

1. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：HD Meeting 

Conference 
type 

[Meeting] を選択します。 

Service 
Preference 

[Prefer HD with SD fallback] を選択します。 

Maximum 
number of 
cascades 

カスケードを有効にするには「1」を入力します。複数の会議ブリッジにカスケードする場合は、1 よりも大

きい数を入力します。カスケードを無効にするには、「0」を入力します。 

Limit number of 
participants 

必要に応じて、限定した参加者数を指定します。 
この数には自動ダイヤル参加者が含まれます。 
注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前に

参加者の最大数に達すると、その参加者は拒否されます。 
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4. [Create conference template] をクリックします。 

注：テンプレートの詳細パラメータを変更して、会議ブリッジの設定に変更を加える場合は、最新の

『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』の「テンプレートの詳細パラメータの追加と編集」を参

照してください。 

TelePresence MCU でホストされる「SD 会議」の会議テンプレートの作成 

このテンプレートは、TelePresence MCU リソースに対して HD プールよりも SD プールを優先するサービス設

定を使用します。 

該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 
Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：SD meeting 

Conference type [Meeting] を選択します。 

Service Preference [Prefer SD with HD fallback] を選択します。 

Maximum number of 
cascades 

カスケードを有効にするには「1」を入力します。複数の会議ブリッジにカスケードする場合は、1 よ
りも大きい数を入力します。カスケードを無効にするには、「0」を入力します。 

 

TelePresence Server でホストされる「HD 会議」の会議テンプレートの作成 

次の手順は、TelePresence Server の HD 会議テンプレートを作成する方法を示します。 

1. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：HD TS meeting 

Conference type [Meeting] を選択します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
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Call Policy mode この機能はこの導入ではサポートされません。どの参加者が会議を作成できるかを定義するには、代

わりに、[Conference aliases] ページの [Allow conference to be created] フィールドを使用します。 

Service 
Preference 

[Prefer HD TS] を選択します。 

Maximum 
number of 
cascades 

カスケードを有効にするには「1」を入力します。複数の会議ブリッジにカスケードする場合は、1 よりも

大きい数を入力します。カスケードを無効にするには、「0」を入力します。 

カスケードが機能するためには TelePresence Server バージョン 4.0(1.57) 以降が必要です。 

Limit number of 
participants 

必要に応じて、限定した参加者数を指定します。 

この数には自動ダイヤル参加者が含まれます。 

注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前

に参加者の最大数に達すると、その参加者は拒否されます。 

Participant 
quality 

ドロップダウン ボックスから、次のいずれかの HD 選択項目を選択します。 

CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps / 720p 60fps video, multi-
channel audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そう

しない場合、複数の画面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。 

Allow 
multiscreen 

この会議がマルチスクリーン システムをサポートするかどうか、または、シングルスクリーン システム

およびマルチスクリーン システムのセンター カメラだけを表示するかを決定します。デフォルト値は 
[No] です。 

[Yes] を選択した場合、エンドポイントは TIP（Telepresence Interoperability Protocol）をサポートしま

せん。マルチスクリーン システムで 3 つすべての画面がアクティブになり、その後コール内で各マルチ

スクリーン システムに一致する事前設定されたエンドポイントを作成することになります。（これを行うた

めには、[Conference configuration] > [Pre-configured endpoints] に移動します）。 

事前設定されたエンドポイントの詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator 
Guide』を参照してください。 

Content quality この会議に許可されるコンテンツの最高品質を選択します。 
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4. [Create conference template] をクリックします。 

注：テンプレートの詳細パラメータを変更して、会議ブリッジの設定に変更を加える場合は、最新の

『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』の「テンプレートの詳細パラメータの追加と編集」を参

照してください。 

TelePresence Server でホストされる「SD 会議」の会議テンプレートの作成 

TelePresence Server でホストされる「SD 会議」の会議テンプレートを作成するには、「TelePresence Server でホ

ストされる「HD 会議」の会議テンプレートの作成（38 ページ）」

 

の手順を繰り返します。次のフィールドを除き、各

フィールドに同じ値を入力します。 

Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：SD TS meeting 

Service 
Preference 

[Prefer SD TS] を選択します。 

Participant 
quality 

ドロップダウン ボックスから、次のいずれかの SD 選択項目を選択します。 

CTS3000 エンドポイントの場合、3 つの画面を表示するのに十分なリソースを割り当てるために、音声レベ

ルをマルチチャネルに設定する必要があります。事前定義された SD 設定にはマルチチャネルの音声レベ

ルがありません。このため、CTS3000 のセンター画面だけが表示されます。 
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タスク 22：レクチャー タイプの会議の会議テンプレートの作成 

 

レクチャー タイプの会議テンプレートはホストとゲストの 2 つのロール タイプを定義します。ホストとゲストはそれ

ぞれ異なる権限を持ち、ロール タイプごとに少なくとも 1 つの会議エイリアスが必要です。次の会議テンプレート

を作成する例を以下に示します。 

 TelePresence MCU でホストされるレクチャー タイプの会議 
 TelePresence Server でホストされるレクチャー タイプの会議 

HD TelePresence MCU でホストされるレクチャー タイプの会議テンプレートの作成 

次の手順は TelePresence MCU のサービス設定を使用する「レクチャー」テンプレートをセットアップします。 

1. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：Lecture 

Conference type [Lecture] を選択します。 

Number of hosts 
to reserve 

この例では「2」を入力します。 

Call Policy mode この機能はこの導入ではサポートされません。どの参加者が会議を作成できるかを定義するには、代

わりに、[Conference aliases] ページの [Allow conference to be created] フィールドを使用します。 

Service 
Preference 

[Prefer HD with SD fallback] を選択します。 

Maximum 
number of 
cascades 

カスケードを有効にするには「1」を入力します。複数の会議ブリッジにカスケードする場合は、1 よりも

大きい数を入力します。 

カスケードを無効にするには、「0」を入力します。 

Limit number of 
participants 

必要に応じて、限定した参加者数を指定します。 

この数には自動ダイヤル参加者数と予約ホスト数が含まれます。 

注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前

に参加者の最大数に達すると、その参加者は拒否されます。 
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4. [Create conference template] をクリックします。 
5. レクチャー テンプレートの [View/Edit] をクリックします。 
6. [Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリックします。 
7. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

フィールド 入力 

PIN 1 列目のフィールドの横にあるチェックボックスをオンにしてから、会議に参加するときに使用するホストの PIN 
を入力します。 

注：4.3 よりも低いバージョンの TelePresence MCU ソフトウェアでは、ホストの PIN を指定した場合、ゲストの 
PIN を指定する必要があります。 

 

 

8. 拡張パラメータを終了するには [Save] をクリックします。 

 

9. [Conference template] ページで [Save] をクリックします。 

HD TelePresence Server でホストされるレクチャー タイプの会議テンプレートの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
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Name 会議テンプレートの名前を入力します。例：Lecture - TS 

Conference 
type 

[Lecture] を選択します。 

Number of 
hosts to 
reserve 

この例では「2」を入力します。 

Call Policy 
mode 

この機能はこの導入ではサポートされません。どの参加者が会議を作成できるかを定義するには、代わ

りに、[Conference aliases] ページの [Allow conference to be created] フィールドを使用します。 

Service 
Preference 

[Prefer HD TS] を選択します。 

Maximum 
number of 
cascades 

カスケードを有効にするには「1」を入力します。複数の会議ブリッジにカスケードする場合は、1 よりも大

きい数を入力します。 

カスケードを無効にするには、「0」を入力します。 

カスケードが機能するためには TelePresence Server バージョン 4.0(1.57) 以降が必要です。 

Limit number 
of participants 

必要に応じて、限定した参加者数を指定します。 

この数には自動ダイヤル参加者数と予約ホスト数が含まれます。 

注：会議を主催した参加者に対する設定はありません。会議を主催する参加者がダイヤルインする前に

参加者の最大数に達すると、その参加者は拒否されます。 

Host quality この会議テンプレートを使用してホストに適用する最高の品質設定を入力します。 

CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps / 720p 60fps video, multi-
channel audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうし

ない場合、複数の画面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。 

Guest quality この会議テンプレートを使用してゲストに適用する最高の品質設定を入力します。 

CTS3000 または TX9000 を使用する場合は、[Full HD (1080p 30fps / 720p 60fps video, multi-
channel audio)] またはマルチチャネル レベルの音声品質を持つカスタム品質設定を選択します。そうし

ない場合、複数の画面を表示するには十分でないリソースが割り当てられます。 

Allow 
multiscreen 

この会議がマルチスクリーン システムをサポートするかどうか、または、シングルスクリーン システムお

よびマルチスクリーン システムのセンター カメラだけを表示するかを決定します。デフォルト値は [No] 
です。 

[Yes] を選択した場合、エンドポイントは TIP（Telepresence Interoperability Protocol）をサポートしませ

ん。マルチスクリーン システムで 3 つすべての画面がアクティブになり、その後コール内で各マルチスク

リーン システムに一致する事前設定されたエンドポイントを作成することになります。（これを行うために

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

事前設定されたエンドポイントの詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator 
Guide』を参照してください。 

Content quality この会議に許可される最高品質を選択します。 
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4. [Create conference template] をクリックします。 
5. レクチャー - TS テンプレートの [View/Edit] をクリックします。 
6. [Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリックします。 
7. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

PIN [Pin] フィールドの横にあるチェックボックスをオンにしてから、会議に参加するときに使用するホストの PIN を入力し

ます。 
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8. 拡張パラメータを終了するには [Save] をクリックします。 

 

9. [Conference template] ページで [Save] をクリックします。 

タスク 23：自動ダイヤル参加者の作成 

 

自動ダイヤル参加者は、会議の開始時に会議リソースから自動的にダイヤルされる参加者です。自動ダイヤル

参加者はテンプレートに関連付けられ、一般にエンドポイント、外部音声ブリッジ、または録音デバイスに使用さ

れます。 

TelePresence Conductor およびその会議ブリッジでは自動ダイヤル参加者にコールするのに SIP を使用しま

すが、H.323 エンドポイントは Cisco VCS インターワーキング機能を使用して会議に呼び出すことができます。 

次の自動ダイヤル参加者を作成する例を以下に示します。 

 「HD 会議」に参加するエンドポイント  
 TelePresence MCU でホストされる「レクチャー」に参加する録音デバイス 
 TelePresence Server でホストされる「レクチャー - TS」に参加する録音デバイス 

注：マルチスクリーン エンドポイントでの自動ダイヤル参加者は、サポートされていません。マルチスクリーンの自

動ダイヤル参加者の場合、会議ではセンター画面のみが表示されます。 

エンドポイントの自動ダイヤル参加者の作成 

1. [Conference configuration] > [Auto-dialed participants] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 自動ダイヤル参加者の名前を入力します。例：Invite boss to meeting 

Conference template [HD Meeting] を選択します。 

Conference name match meet\.boss\.(HD|SD) と入力します。 

Address boss@<SIP のドメイン> を入力します。 

Protocol [SIP] を選択します。 
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Role type [Participant] を選択します。 

Keep conference alive [Yes] を選択します。 

 

 

4. [Create participant] をクリックします。 
5. 「Invite boss to meeting」自動ダイヤル参加者の [View/Edit] をクリックします。 
6. 表示されるページの下部には、この自動ダイヤル参加者と関連付けられたテンプレートを示すチャートがあり

ます。関連付けが正しいことを確認します。 

 

7. [Save] をクリックします。 

TelePresence MCU でホストされる会議に参加する録音デバイスの自動ダイヤル参加者の作成 

1. [Conference configuration] > [Auto-dialed participants] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 自動ダイヤル参加者の名前を入力します。例：TCS – Recording device 

Conference template TelePresence MCU での「レクチャー」会議で使用する [Lecture] を選択します。 

Conference name match (.*) と入力します。これは、すべての会議の名前に一致します。 

Address TCSrecording@<SIP のドメイン> を入力します。 

Protocol [SIP] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 

Keep conference alive [No] を選択します。 
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4. [Create participant] をクリックします。 
5. 「TCS - Recording device」自動ダイヤル参加者の [View/Edit] をクリックします。 
6. [Advanced parameters] セクションで [Edit] をクリックします。 
7. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Appear as a recording 
device 

フィールドの横にあるチェックボックスをオンにしてから、ドロップダウン リストの [True] に値

を変更します。 

 

 

8. 拡張パラメータを終了するには [Save] をクリックします。 

 

9. 表示されるページの下部には、この自動ダイヤル参加者と関連付けられたテンプレートを示すチャートがあり

ます。関連付けが正しいことを確認します。 

 

10. [Auto-dialed participants] ページで [Save] をクリックします。 
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TelePresence Server にホストされる会議に参加する録音デバイスの自動ダイヤル参加者の作成 

1. [Conference configuration] > [Auto-dialed participants] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name 自動ダイヤル参加者の名前を入力します。例：TCS – Recording device for TS 

Conference template TelePresence Server でのレクチャー会議で使用する [Lecture] を選択します。 

Conference name match (.*) と入力します。これは、すべての会議の名前に一致します。 

Address TCSrecording@<SIP のドメイン> を入力します。 

Protocol [SIP] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 

Keep conference alive [No] を選択します。 

Maximum quality この自動ダイヤル参加者に適用する最高の品質設定を入力します。 

 

 

4. [Create participant] をクリックします。 
5. 表示されるページの下部には、この自動ダイヤル参加者と関連付けられたテンプレートを示すチャートがあり

ます。関連付けが正しいことを確認します。 

 

6. [Auto-dialed participants] ページで [Save] をクリックします。 
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タスク 24：会議タイプの会議の会議エイリアスの作成 

 

会議タイプの会議には、「参加者」ロール タイプの 1 つ以上の会議エイリアスが必要です。次の会議エイリアスを

作成する例を以下に示します。 

 TelePresence MCU がホストする「HD 会議」会議テンプレート 
 TelePresence MCU がホストする「SD 会議」会議テンプレート 
 TelePresence Server がホストする「HD 会議」会議テンプレート 
 TelePresence Server がホストする「SD 会議」会議テンプレート 

TelePresence MCU がホストする「HD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：HD Meeting 

Incoming alias たとえば、(meet\..*\.HD)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは meet.<任意の文字列>.HD@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「25」と入力します。 

Conference 
template 

[HD Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定

する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなけれ

ばなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 
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4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence MCU がホストする「SD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する 

TelePresence MCU でホストされる「SD 会議」の会議エイリアスを作成するには、「TelePresence MCU がホス

トする「HD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する（49 ページ）」

 

の手順を繰り返します。該当するフィー

ルドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

Name エイリアスの名前を入力します。例：SD Meeting 

Incoming alias たとえば、(meet\..*\.SD)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは meet.<任意の文字列>.SD@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「40」と入力します。 

Conference 
template 

[SD Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 
TelePresence Server がホストする「HD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する 

次の手順を実行すると、「HD TS 会議」テンプレートを使用し、TelePresence Server で会議をホストする会議エ

イリアスが作成されます。 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
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3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：HD TS Meeting 

Incoming alias たとえば、(meetts\..*\.HD)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは meetts.<任意の文字列>.HD@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「30」と入力します。 

Conference 
template 

[HD TS Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定

する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなけ

ればなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする「SD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する 

TelePresence Server でホストされる「SD 会議」の会議エイリアスを作成するには、「TelePresence Server が
ホストする「HD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する（50 ページ）」

 

の手順を繰り返します。該当す

るフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

Name エイリアスの名前を入力します。例：SD TS Meeting 

Incoming alias たとえば、(meetts\..*\.SD)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは meetｔs.<任意の文字列>.SD@vcs.domain と一致します。 



Cisco VCS を使用した TelePresence Conductor の導入 

Cisco TelePresence Conductor with Cisco VCS（B2BUA）導入ガイド（XC4.0）  52/92 ページ 
  
  

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「45」と入力します。 

Conference 
template 

[SD TS Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を選

択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定す

る必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなければ

なりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

タスク 25：レクチャー タイプ テンプレートの会議エイリアスの作成 

 

レクチャー タイプの会議には、ロール タイプごとに 1 つ以上の会議エイリアスが必要です。ロール タイプは「ホス

ト」と「ゲスト」です。次の会議エイリアスを作成する例を以下に示します。 

 TelePresence MCU がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレート 
 TelePresence MCU がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレート 
 TelePresence Server がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプレート 
 TelePresence Server がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプレート 

注：「レクチャー」タイプの会議の会議エイリアスの設定時に、「ホスト」エイリアスと「ゲスト」エイリアスの 
[Conference name] が同じ文字列に解決されることを確認する必要があります。異なる場合、別々の会議になっ

てしまいます。 

TelePresence MCU がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training - Teacher 

Incoming alias たとえば、(teach\..*)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは teach.<任意の文字列>@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

Training と入力します。 
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Priority たとえば「10」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture] を選択します。 

Role type [Host] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定

する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなけ

ればなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence MCU がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training - Students 

Incoming alias たとえば、(learn\..*)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは learn.<任意の文字列>@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

Training と入力します。 

Priority たとえば「20」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 
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Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を選

択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定す

る必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなければ

なりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 
4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプレートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training – Teacher - TS 

Incoming alias たとえば、(teachts\..*)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは teachts.<任意の文字列>@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

たとえば TrainingTS と入力します。 

Priority たとえば「15」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture - TS] を選択します。 

Role type [Host] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定

する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなけ

ればなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 
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4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプレートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training – Students – TS 

Incoming alias たとえば、(learnts\..*)@vcs.domain と入力します。 

このパターンは learnts.<任意の文字列>@vcs.domain と一致します。 

Conference 
name 

たとえば TrainingTSと入力します。 

Priority たとえば「23」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture - TS] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 

Allow 
conference to 
be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設定

する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しなけ

ればなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 
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4. [Create conference alias] をクリックします。 
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システム設定のテスト 
前のセクションで説明した設定が完了したら、システムが正しく動作していることをテストする必要があります。 

会議タイプの会議の作成 
会議タイプのテンプレートに基づき、HD TelePresence MCU 会議に参加する複数のエンドポイントをテストする

には、各エンドポイントから meet.test.HD@<SIP のドメイン> にダイヤルします。両方のエンドポイントが同じ

会議にルーティングされる必要があります。 

会議タイプのテンプレートに基づき、HD TelePresence Server 会議に参加する複数のエンドポイントをテストす

るには、各エンドポイントから meetts.test.HD@<SIP のドメイン> にダイヤルします。両方のエンドポイント

が同じ会議にルーティングされる必要があります。 

自動ダイヤル参加者の追加 
HD 会議 TelePresence MCU 会議の作成時に自動ダイヤル参加者がコールされることをテストするには、エン

ドポイントから meet.boss.HD@<SIP のドメイン> にダイヤルします。自動ダイヤル参加者 boss@<SIP のド

メイン> および TCSrecording@<SIP のドメイン> は TelePresence MCU 会議ブリッジからのコールを受信

する必要があります。 

HD 会議 TelePresence Server 会議の作成時に自動ダイヤル参加者がコールされることをテストするには、エ

ンドポイントから meetts.boss.HD@<SIP のドメイン> にダイヤルします。自動ダイヤル参加者 boss@<SIP 
のドメイン> および TCSrecording@<SIP のドメイン> は TelePresence Server 会議ブリッジからのコールを

受信する必要があります。 

レクチャー タイプの会議の作成 
複数のエンドポイントが、レクチャー タイプのテンプレートに基づき、別々のエイリアスを使用して同じ 
TelePresence MCU 会議に参加できることをテストするには、あるエンドポイントから講義者を表す 
teach.test@<SIP のドメイン> にダイヤルし、もう 1 つのエンドポイントから learn.test@<SIP のドメイン> 
にダイヤルします。すべてのエンドポイントが同じ会議にルーティングされる必要があります。

learn.test@<SIP のドメイン> にダイヤルしたエンドポイントには、teach.test@<SIP のドメイン> にダイヤ

ルしたエンドポイントが会議に参加するまで、空白の画面が表示されます。 

複数のエンドポイントが、レクチャー タイプのテンプレートに基づき、別々のエイリアスを使用して同じ 
TelePresence Server 会議に参加できることをテストするには、あるエンドポイントから講義者を表す 
teachts.test@<SIP のドメイン> にダイヤルし、もう 1 つのエンドポイントから learnts.test@<SIP のド

メイン> にダイヤルします。すべてのエンドポイントが同じ会議にルーティングされる必要があります。

learnts.test@<SIP のドメイン> にダイヤルしたエンドポイントには、teachts.test@<SIP のドメイン> 
にダイヤルしたエンドポイントが会議に参加するまで、空白の画面が表示されます。 

カスケードのテスト 
カスケードが適切に機能しているか確認するには、最初の会議ブリッジのすべてのポートを占有し、

TelePresence Conductor が 2 つめの会議ブリッジに会議をカスケードするようにしなければなりません。Cisco 
VCS に十分な数のエンドポイントが登録されている場合は、会議がカスケードされるまで発信者を会議に追加し

てテストできます。または、最初の会議ブリッジを満たすレベルまで、レクチャータイプ テンプレートで予約される

ホスト リソースの数を増やすことができます。こうすると、そのテンプレートに基づく会議にゲストがダイヤルイン

すると、会議はカスケードされます。 
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システム バックアップの作成 
TelePresence Conductor のシステム データのバックアップを作成するには、次の手順を実行します。 

1. [Maintenance] > [Backup and restore] に移動します。 
2. オプションで、バックアップ ファイルを暗号化する [Encryption password] を入力します。 

パスワードが指定されている場合、ファイルを復元するには同じパスワードが必要です。 
3. [Create system backup file] をクリックします。 
4. バックアップ ファイルが作成されると、ポップアップ ウィンドウが表示され、ファイルを保存するよう指示されま

す（実際の表現は、ブラウザによって異なります）。デフォルト名は次の形式になります。 
<ソフトウェアのバージョン>_<ハードウェアのシリアル番号>_<日付>_<時刻>_backup.tar.gz 
（ファイル拡張子は、暗号化パスワードを指定した場合、通常は .tar.gz.enc です。ただし、暗号化されたバック

アップ ファイルの作成に Internet Explorer を使用する場合、ファイル名の拡張子はデフォルトで .tar.gz.gz に
なります。ファイル名の拡張子がこのように異なっても運用上の影響はありません。対応しているブラウザを使

用して暗号化されたバックアップ ファイルを作成し、復元できます。） 
システム バックアップ ファイルの準備が完了するまで数分かかる場合があります。ファイルが準備されている

間は、このページから移動しないでください。 
5. 指定された場所にファイルを保存します。 

システム バックアップ ファイルには、ログ ファイルは含まれません。 

詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』または TelePresence Conductor 
のオンライン ヘルプを参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/prod_maintenance_guides_list.html�
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トラブルシューティング 

Cisco VCS から TelePresence Conductor へのコールのトラッキング 
イベント ログ 

Cisco VCS および TelePresence Conductor の両方で特定のコールに関連付けられたイベントを表示するには、

Cisco VCS の検索履歴を調べます（[Status] > [Search history] を選択してから、特定のコールの [View] をク

リックします）。TelePresence Conductor でそのコールに関連付けられたタグをイベント ログで検索すると、その

コールに関連付けられたイベントが検出されます。 

 会議を作成するコールの場合、このタグは、この会議に関連する将来のすべてのイベント（会議の削除や、会

議ブリッジへの自動ダイヤル参加者の要求など）に関連付けられます。 
 既存の会議に参加するコールの場合、タグは会議参加要求に関連付けられます。 

イベント ログのすべての用語に関する完全な説明については、『Cisco TelePresence Conductor 
Administrator Guide』を参照してください。 

コールのタグは、複数の Cisco VCS 全体で、コールごとに固有です。 

診断ログ 

Cisco VCS のコール シグナリングを調べるには、診断ログを使用します（[Maintenance] > [Diagnostics] > 
[Diagnostic logging]）。 

TelePresence Conductor での会議のトラッキング 
イベント ログ 

特定の会議エイリアス（つまり、複数の個別の会議中の）に関連付けられているすべてのイベントを表示するには、

イベント ログの Conference_alias_UUID でフィルタリングします。これは、イベント ログのフィルタ ボックスに 
Conference_alias_UUID をコピーするか、または、ハイパーリンクをクリックして行います。 

診断ログ 

TelePresence Conductor バックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）のコール シグナリングを調べるには、

診断ログを使用します（[Maintenance] > [Diagnostics] > [Diagnostic logging]）。 

特定の問題 

複数の会議ブリッジを有効にできない 

1 つの会議ブリッジしか有効にできない場合、その理由として TelePresence Conductor にインストールされてい

る有効なリリース キーがない可能性があります。 

Cisco 代理店に連絡してリリース キーおよびオプション キーを取得してください。 

TelePresence Conductor が会議ブリッジと通信しない 

TelePresence Conductor がリリース キーなしで実行されている場合は、1 つの非クラスタ会議ブリッジのみが

サポートされます。 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/prod_maintenance_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/prod_maintenance_guides_list.html�
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TelePresence Conductor で有効な唯一の会議ブリッジがクラスタ化されている場合、その会議ブリッジは 
[Conference bridge status] ページ（[Status] > [Conference bridges]）で [Unusable] と表示され、

TelePresence Conductor はどの会議ブリッジとも通信できません。 

Cisco 代理店に連絡してリリース キーおよびオプション キーを取得してください。 

会議が作成されない 

会議が作成されない場合は、TelePresence Conductor のアラームのリストを確認します。 

TelePresence Conductor でアラーム「Invalid JSON found」が発生し、[Advanced template parameters] ペー

ジまたは [Advanced auto-dialed participant parameters] ページの [Custom parameter] フィールドに入力さ

れた JSON 文字列に二重引用符が含まれている場合は、「有効な JSON 文字列でアラーム「Invalid JSON 
found」が発生した（63 ページ）」

自動ダイヤル参加者が接続されない 

を参照してください。 

自動ダイヤル参加者が呼び出されない場合は、以下を実行します。 

1. TelePresence Conductor で [Conference configuration] > [Auto-dialed participants] に移動し、自動ダイ

ヤル参加者が正しく設定されていることを確認します。特に、次のことを確認してください。 
• 参加者の [address] が正しい。 
• [Conference name match] が有効な会議に一致する。 
• 参加者の [State] が [Enabled] である。 

2. TelePresence Conductor で [Status] > [Logs] > [Event Log] > [All events] に移動し、TelePresence 
Conductor が自動ダイヤル参加者にコールを試行したかどうかを確認します。 

3. TelePresence Conductor で、この自動ダイヤル参加者が使用できるすべての会議ブリッジ プールに、

[Location] があることを確認します。次の手順を実行します。 
a. [Conference configuration] > [Auto-dialed participants] に移動し、関連付けられた会議テンプレートの

名前を確認します。 
b. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動し、関連付けられたサービス設定の名前を

確認します。 
c. [Conference configuration] > [Service Preference] に移動し、関連付けられた会議ブリッジ プールの名

前を確認します。 
d. [Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動し、上で確認した各会議ブリッジ プール

を選択して、[Location] フィールドに [None] 以外の場所が設定されていることを確認します。 
4. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Locations] に移動し、次のことを確認します。 

• [Conference type] が [Rendezvous] である 
• アウトダイヤル コールの SIP トランク設定が、自動ダイヤル参加者を正しく Cisco VCS にルーティングす

るように設定されている。 
5. TelePresence MCU で、会議ブリッジが自動ダイヤル参加者にダイヤルする方法を確認します。[Settings] > 

[SIP] に移動し、次のことを確認します。 
• [SIP registrar usage] が [Disabled] になっている 
• [SIP proxy address] が空白になっている 
• [Outgoing transport] が [TLS] である 
• [Use local certificate for outgoing connections and registrations] がオンになっている 

6. TelePresence Server で [Configuration] > [SIP Settings] に移動し、[Outbound call configuration] が [Call 
direct] になっていることを確認します。 
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ホストがカスケード MCU にのみ残った場合にゲストが切断される 

同じ会議のカスケード会議ブリッジにホストの参加者がまだ存在しているのに、ゲストの参加者が、プライマリ会

議ブリッジから切断される。これは次の場合に発生します。 

 会議ブリッジのタイプが TelePresence MCU である 
 会議テンプレートの拡張パラメータ [Disconnect when last host leaves] が [true] に設定されている 
 プライマリ TelePresence MCU にダイヤルインしたすべてのホストが切断した 
 カスケード TelePresence MCU にはまだ 1 人以上のホストが残っている 
 プライマリ TelePresence MCU にはまだ 1 人以上のゲストが残っている 

TelePresence Server では、カスタム拡張テンプレート パラメータにより、同等の API パラメータ 
[disconnectOnChairExit] が [true] に設定された場合でも、この問題は発生しません。 

事前設定されたエンドポイントが会議に参加できない 

TelePresence Conductor でシングル スクリーンとマルチスクリーンのエンドポイントを事前設定する際に、エン

ドポイントで使用される各コーデックのアドレスを指定します。 

ある状況下では、エンドポイントのアドレスが登録先によって変わることがあります（URI のドメイン部分が、エンド

ポイントを登録しているピアの IP アドレスである場合など）。エンドポイントがわかる一部のアドレスが 
TelePresence Conductor の事前設定されたエンドポイントの設定にリストされていない場合、TelePresence 
Conductor はそのアドレスを認識しないことがあり、その場合は既知のエンドポイントの設定ではなく、テンプレー

トのデフォルト設定が使用されます。 

これを解決するには、コーデックにより使用される可能性のあるすべてのアドレスがリストされていることを、確認

する必要があります。 

次の手順を実行します。 

1. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Pre-configured endpoints] に移動します。 
2. 事前設定されたエンドポイントのリストから、当該エンドポイントを選択します。 
3. ページ下部の [Codecs] セクションで、最初のコーデックをクリックします。 
4. [Optional address] フィールドで、このコーデックへのコールが受信される可能性のあるすべてのアドレスがリ

ストされていることを確認します。 
5. [Save] をクリックします。 
6. そのエンドポイントに設定されている各コーデックについて、手順 3 から 5 を繰り返します。 

マルチスクリーン エンドポイントの 1 画面しか使用されない 

設定不足 

デフォルトで、TelePresence Conductor のテンプレートはシングル スクリーン システムまたはマルチスクリーン 
システムのプライマリ画面だけをプロビジョニングするよう設定されています。マルチスクリーン エンドポイントがあ

るものの、会議ではメイン コーデックに関連した画面のみが使用されている場合は、使用されているテンプレート

がマルチスクリーン システムを許可するように設定されているか、確認してください。次の手順を実行します。 

1. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
2. 該当する会議に使用されているテンプレートをクリックします。 
3. [Allow multiscreen] ドロップダウン メニューから [Yes] を選択します。 
4. [Save] をクリックします。 
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Cisco TelePresence System（CTS）エンドポイントを使用している場合は、マルチチャネル音声を使用するよう

に会議テンプレートを設定する必要もあります。これを行わない場合、十分なリソースがエンドポイントに割り当て

られず、3 つの画面のうち 1 つしか使用されません。 

エンドポイントでマルチチャネル音声を使用するようプロビジョニングするには、次の手順を実行します。 

1. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Quality settings] に移動します。 
2. 少なくとも 1 つの品質設定が次の設定になっていることを確認します。 

• [720p 30fps multi-channel audio]、または 
• [720p 60fps multi-channel audio]、または 
• [1080p 30fps multi-channel audio]。 
上記の設定がない場合には、[New] をクリックして新しい品質設定を作成します。 

3. [Conference configuration] > [Conference templates] に移動します。 
4. 該当する会議に使用されているテンプレートをクリックします。 
5. [Participant quality] ドロップダウン メニュー（会議タイプの場合）から、または、[Host quality] あるいは 

[Guest quality] ドロップダウン メニュー（レクチャー タイプの場合）から、適切なマルチチャネル音質の設定を

選択します。 
6. [Save] をクリックします。 

カスケードされた会議 

TelePresence Server に接続するカスケード リンクでは、シングル スクリーン エンドポイントだけがサポートされ

ます。したがって、マルチスクリーン エンドポイントがカスケード会議ブリッジの会議に参加する場合、同じカス

ケード ブリッジの参加者にはすべての画面が表示されますが、プライマリ ブリッジおよび他のカスケード ブリッジ

の参加者には 1 画面（最大音量のスピーカーを表示する画面）しか表示されません。 

暗号化されたコールが Cisco TelePresence System（CTS）シリーズのエンドポイン

トでドロップする 

CTS が Unified CM に登録されており、Unified CM には Cisco VCS への SIP トランクがあり、この Cisco 
VCS が TelePresence Conductor の B2BUA で TelePresence Conductor に接続されている場合に、CTS が
ダイヤルする会議が TelePresence Server でホストされていて SIP セッションが更新されると、コールがドロップ

します。このシナリオの場合、SIP トランクを直接、Unified CM から TelePresence Conductor へ作成することを

推奨します。この詳細については、『Optimized Conferencing for Cisco Unified Communications Manager 
Solution Guide』を参照してください。 

会議ブリッジに表示される会議名が、設定した会議名と異なる 

TelePresence MCU は最大 31 文字の会議名をサポートし、TelePresence Server は最大 80 文字の会議名を

サポートします。TelePresence Conductor に、サポートされている最大文字数よりも長い会議名がある場合、会

議名はハッシュされ、そのハッシュ値が会議ブリッジに渡されて会議名として使用されます。TelePresence 
Conductor は元の名前を使い続けます。 

会議名が 31 文字（TelePresence MCU の場合）または 80 文字（TelePresence Server の場合）より長い場合

は、[Conferences status] ページ（[Status] > [Conferences]）でハッシュされた値を確認できます。 

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

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11775/products_installation_and_configuration_guides_list.html�
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有効な JSON 文字列でアラーム「Invalid JSON found」が発生した 

[Advanced template parameters] ページまたは [Advanced auto-dialed participant parameters] ページの 
[Custom parameter] フィールドに入力された JSON 文字列が、正しく入力されているように見える場合でも、ア

ラーム「Invalid JSON found」が発生する場合があります。このアラームは、JSON 文字列に Unicode 値 34 で
はなく、Unicode 値 147 の二重引用符（“）が含まれている場合に発生します。Unicode 値 147 は、一部の外部

エディタで使用されており、そこから JSON 文字列にコピーされた可能性があります。 

サポートされていない二重引用符が含まれた JSON 文字列が会議ブリッジに送信されると、会議が作成されま

せん。 

この問題を回避するには、ユーザ インターフェイス フィールド内の JSON 文字列にある二重引用符を再入力し

ます。 

エラー メッセージ 
Error communicating with mcu error="Method not supported" – このエラーは、物理 TelePresence 
Server が TelePresence MCU ブリッジとして追加された、またはクラスタのスレーブ会議ブリッジが設定された

場合に発生することがあります。 

Unsupported conference bridge software version - このエラーは、物理 TelePresence MCU が 
TelePresence Server ブリッジとして追加された場合に発生することがあります。 

正規表現の一致と置換 
\12\2 の正規表現置換は、12 番目の括弧の一致で置き換え、それに続いて 2 番目の括弧の一致で置き換え

ます。 

1 番目の括弧の一致に続いて、リテラルの数 2 を挿入し、2 番目の括弧の一致を続けることが必要な場合、名

前付き一致を使用する必要があります。以下に例を示します。 

(?P<id>123)456(789) は次のように保存されます 

123 は \1 

789 は \2 

123 は名前付置換：<id>（"<" と ">" の間で使用される名前は、ユーザが選択可能） 

置き換えには、以下を使用します。 
\g<id> 

したがって、最初の括弧の一致を置き換え、次にリテラル数 2 を挿入し、次に 2 番目の括弧の一致で置き換える

には、次の表現を使用します。 
\g<id>2\2 
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付録 1：数字ダイヤル文字列をサポートするように 
TelePresence Conductor および Cisco VCS を設定

する 
数字ダイヤル文字列をサポートするには、この導入ガイドの本文で概説されているタスクを実行し、以下に詳しく

説明されている変換を追加し、検索ルールおよび会議エイリアスを追加する残りのタスクを置き換えます。 

Cisco VCS の場合 

 
 

ドメインがない場合は、ドメインを追加するトランスフォーメーションを追加する（64 ページ） 

TelePresence Conductor の場合 

数字ダイヤル文字列の検索ルールの追加（65 ページ） 

 
 

会議タイプの会議の数値会議エイリアスの追加（66 ページ） 

ドメインがない場合は、ドメインを追加するトランスフォーメーションを追

加する 

レクチャー タイプの会議の数値会議エイリアスの追加（70 ページ） 

SIP および H.323 のダイヤルの整合性を保つため、この導入シナリオでは、コールのルーティングに常に URI 
形式を使用します（dialed_digits@domain 形式）。Cisco VCS がコール要求を受信するとき、ダイヤル番号は

次のようになります。 

 ルーティングするための特定のエンドポイントを指定する 4 桁の内線番号を含み、 
 ドメインが含まれる場合と含まれない場合があります（SIP エンドポイントがコールを発信するときのみ含まれ

ます） 

したがって、トランスフォーメーションは、ダイヤルされた番号を一貫した形式に変換するものであることを確認す

る必要があります。この場合、必要であれば、ドメイン（vcs.domain）を追加します。これを実現するには、次のよ

うな正規表現を使用します。([^@]*) を \1@vcs.domain に変換します。（ドメインを含まないダイヤル情報は

「@」を含まないので、@vcs.domain を追加します。） 

詳細については、『Cisco TelePresence Conductor Administrator Guide』のレファレンスセクションの「Regular 
expression reference」またはオンライン ヘルプを参照してください。 

トランスフォーメーションを作成する手順は、次のとおりです。 

1. 管理者権限を持つユーザとして Cisco VCS にログインします。 
2. [Configuration] > [Dial plan] > [Transforms] に移動します。 
3. [New] をクリックします。 
4. 次のようにフィールドを設定します。 
 

Priority 2 

Description たとえば「ドメインが設定されていない場合にドメインを追加」 

Pattern type Regex 

Pattern string ([^@]*) 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-maintenance-guides-list.html�
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Pattern behavior Replace 

Replace string \1@vcs.domain 

State Enabled 

 
5. [Create transform] をクリックします。 

 
 

数字ダイヤル文字列の検索ルールの追加 
導入で数字ダイヤル文字列を使用する場合は、「タスク 13：ターゲットとしての TelePresence Conductor ネイ

バー ゾーンを使用して検索ルールを設定する（23 ページ）」

検索ルールを設定するには次の手順を実行します。 

の代わりに次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [Dial plan] > [Search rules] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Rule name たとえば「To Conductor」と入力します。 

Priority たとえば「10」と入力します。 

Mode [Alias pattern match] を選択します。 

Pattern type [Regex] を選択します。 

Pattern string たとえば、(3\d{3})@vcs.domain(.*) と入力します。 

これは、3XXX@vcs.domain に一致します（X は 1 桁の数字を表します）。先に追加したトランスフォー

メーションのため、ドメインのないダイヤル文字列も一致します。 

Pattern behavior [Leave] を選択します。 

On successful 
match 

[Stop] を選択します。 

Target [Conductor] を選択します。 
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4. [Create search rule] をクリックします。 

会議タイプの会議の数値会議エイリアスの追加 
導入で数字ダイヤル文字列を使用する場合は、「タスク 24：会議タイプの会議の会議エイリアスの作成

（49 ページ）」

TelePresence MCU がホストする「HD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成

する 

の代わりに次の手順を実行します。 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：HD Meeting 

Incoming alias (30\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 30XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「25」と入力します。 
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Conference 
template 

[HD Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence MCU がホストする「SD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成

する 

TelePresence MCU でホストされる「SD 会議」の会議エイリアスを作成するには、「TelePresence MCU がホス

トする「HD 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する（66 ページ）」

 

の手順を繰り返します。該当するフィー

ルドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

Name エイリアスの名前を入力します。例：SD Meeting 

Incoming alias (31\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 31XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「40」と入力します。 

Conference 
template 

[SD Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 
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Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] 
を選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に
設定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成

しなければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

TelePresence Server がホストする「HD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作

成する 

次の手順を実行すると、「HD TS 会議」テンプレートを使用し、TelePresence Server で会議をホストする会議エ

イリアスが作成されます。 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：HD TS Meeting 

Incoming alias (32\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 32XX（X は 1 桁の数字）ｔ一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「30」と入力します。 

Conference 
template 

[HD TS Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 
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4. [Create conference alias] をクリックします。 

TelePresence Server がホストする「SD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作

成する 

TelePresence Server でホストされる「SD 会議」の会議エイリアスを作成するには、「TelePresence Server が
ホストする「HD TS 会議」テンプレートの会議エイリアスを作成する（68 ページ）」

 

の手順を繰り返します。該当す

るフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

Name エイリアスの名前を入力します。例：SD TS Meeting 

Incoming alias (33\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 33XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

\1 と入力します。 

Priority たとえば「45」と入力します。 

Conference 
template 

[SD TS Meeting] を選択します。 

Role type [Participant] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] 
を選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に
設定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成

しなければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 
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レクチャー タイプの会議の数値会議エイリアスの追加 

TelePresence MCU がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレートの

会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training - Teacher 

Incoming alias (34\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 34XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

Training と入力します。 

Priority たとえば「10」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture] を選択します。 

Role type [Host] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 
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TelePresence MCU がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー」テンプレートの

会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training - Students 

Incoming alias (35\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 35XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

Training と入力します。 

Priority たとえば「20」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 
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TelePresence Server がホストする、「ホスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプ

レートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training – Teacher - TS 

Incoming alias (36\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 36XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

たとえば TrainingTSと入力します。 

Priority たとえば「15」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture - TS] を選択します。 

Role type [Host] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 
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TelePresence Server がホストする、「ゲスト」ロールを持つ「レクチャー TS」テンプ

レートの会議エイリアスの作成 

1. [Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name エイリアスの名前を入力します。例：Training – Students – TS 

Incoming alias (37\d{2})@.* を入力します。 

このパターンは、任意のドメインを持つ数値エイリアス 37XX（X は 1 桁の数字）と一致します。 

Conference 
name 

たとえば TrainingTSと入力します。 

Priority たとえば「23」と入力します。 

Conference 
template 

[Lecture - TS] を選択します。 

Role type [Guest] を選択します。 

Allow conference 
to be created 

このエイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できるようにするには、[Yes] を選択します。[No] を
選択すると、同じ会議のエイリアスをもう 1 つ定義し、[Allow conference to be created] を [Yes] に設

定する必要があります。そうしない場合は、TelePresence Conductor の API を使って会議を作成しな

ければなりません。 

詳細については、「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」を参照してください。 

 

 

4. [Create conference alias] をクリックします。 
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付録 2：Cisco TelePresence MCU の専用コンテンツ 
ポートの識別 
この情報は、TelePresence MCU の仕様シートで入手できますが、Web インターフェイスでも入手できます。こ

の情報を検索し使用する方法について、以下に手順を示します。 

1. ブラウザで TelePresence MCU に移動します。 
2. 管理者としてログインします。 
3. [Status] > [Conferences] に移動し、[Streaming and content ports in use 0 (0)/##] とマークしてある行を見

つけます。（## はこの TelePresence MCU 専用のコンテンツ ポートの番号です。） 
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付録 3：会議の作成を許可する 
Cisco VCS の外部ポリシー サービス インターフェイスを使用する導入にのみ適用されるコール ポリシー モード

と同様、[Conference aliases] ページの [Allow conference to be created] フィールドで、参加者が会議を作成

できるか、または、会議が作成された後にそこに参加するだけかを定義するコール制御ができます。 

会議テンプレートに関連付けられているエイリアスごとに、エイリアスにダイヤルする参加者が会議を作成できる

かどうかを定義します。 

会議を作成できる参加者のエイリアスを定義するには、次の手順を実行します。 

1. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. 「タスク 24：会議タイプの会議の会議エイリアスの作成（49 ページ）」または「タスク 25：レクチャー タイプ テンプ

レートの会議エイリアスの作成（52 ページ）」

3. [Allow conference to be created] フィールドで [Yes] を選択します。 
に従って、該当する値をすべての必須フィールドに入力します。 

会議の作成は許可されず、会議が作成された後にその会議に参加のみできる参加者のエイリアスを定義するに

は、次の手順を実行します。 

1. TelePresence Conductor で、[Conference configuration] > [Conference aliases] に移動します。 
2. 「タスク 24：会議タイプの会議の会議エイリアスの作成（49 ページ）」または「タスク 25：レクチャー タイプ テンプ

レートの会議エイリアスの作成（52 ページ）」

3. [Allow conference to be created] フィールドで [No] を選択します。 
に従って、該当する値をすべての必須フィールドに入力します。 

[Allow conference to be created] を [No] に設定した会議エイリアスがセットアップされた場合、会議は次のい

ずれかの方法を使用して開始できます。 

 同じ会議の、[Allow conference to be created] が [Yes] に設定された 2 番目の会議エイリアスをコールする。 
2 つの会議エイリアスには、同じ [Conference name] が定義されているか、または、両方の会議エイリアスで

同じ会議名になる正規表現置換文字列が（[Conference name] フィールドに）ある必要があります。 
 TelePresence Conductor API（Cisco TMS など）を使用して会議を作成する。 

注：TelePresence Conductor に会議が作成される前に、[Allow conference to be created] が [No] に設定され

た会議エイリアスに参加者がダイヤルした場合、その参加者は拒否されます。 
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付録 4：ポリシー サービス導入から B2BUA 導入への

移行 
TelePresence Conductor をポリシー サービスとして使用する導入から、TelePresence Conductor のバック

ツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用した導入に移行するには、次のタスクを行う必要があります。 

TelePresence MCU（TelePresence MCU を使用している場合）で、次の手順を実行します。 

 
 

タスク 1：TelePresence MCU に暗号キーをインストールする（76 ページ） 

 
タスク 2：TelePresence MCU の SIP 設定を変更する（78 ページ） 

TelePresence Server（TelePresence Server を使用している場合）で、次の手順を実行します。 

タスク 3：TelePresence MCU での H.323 ゲートキーパーの使用を無効にする（79 ページ） 

 
 

タスク 4：TelePresence Server に暗号キーをインストールする（80 ページ） 

 
タスク 5：TelePresence Server の SIP 設定を変更する（81 ページ） 

TelePresence Conductor で次の手順を実行します。 

タスク 6：TelePresence Server での H.323 ゲートキーパーの使用を無効にする（82 ページ） 

 
 

タスク 7：Cisco VCS ランデブー会議の IP アドレスを追加する（83 ページ） 

 
タスク 8：Cisco VCS ランデブー会議の場所を設定する（84 ページ） 

 
タスク 9：会議ブリッジ プールの設定を変更する（85 ページ） 

Cisco VCS で次の手順を実行します。 

タスク 10：会議ブリッジの設定を変更する（86 ページ） 

 
 

タスク 11：ポリシー サービスとしての TelePresence Conductor を削除する（86 ページ） 

 
タスク 12：ネイバー ゾーン設定を変更する（86 ページ） 

注：コール ポリシー モードは B2BUA 導入ではサポートされていません。どの参加者が会議を作成できるかを定

義するには、代わりに、TelePresence Conductor の [Conference aliases] ページの [Allow conference to be 
created] フィールドを使用します。

タスク 13：検索ルールの設定を変更する（89 ページ） 

「付録 3：会議の作成を許可する（75 ページ）」

タスク 1：TelePresence MCU に暗号キーをインストールする 

を参照してください。 

TelePresence Conductor バックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用する導入では、会議ブリッジに 
[Encryption] オプション キーがインストールされている必要があります。 

キーがインストールされているか確認する、またはキーをインストールするには次の手順を実行します。 

1. [Setting] > [Upgrade] に移動します。 
2. [Feature Management] セクションに移動し、[Encryption] キーがインストールされていることを確認します。

キーがインストールされていない場合、[Activation code]を入力し、[Update features] をクリックします。 
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TelePresence MCU で暗号化の使用を有効にするには、次の手順を実行します。 

1. [Settings] > [Encryption] に移動します。 
2. [Encryption status] を [Enabled] に設定します。 
3. [SRTP encryption] を [Secure transport (TLS) only] に設定します。 
4. [Apply changes] をクリックします。 
5. [Network] > [Services] に移動します。 
6. [Secure web (port 443)] がオンになっていることを確認します。 
7. [Encrypted SIP (TLS)] がオンになっていることを確認します。 

SIP（TLS）を、Cisco VCS でも設定する必要があります。 
8. [SIP (TCP)] がオフになっていることを確認します。 
9. [SIP (UDP)] がオフになっていることを確認します。 

10. [Incoming H.323] がオンになっていることを確認します。TelePresence MCU カスケードが機能するためには、

H.323 が必要です。 
11. [Apply changes] をクリックします。 
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12. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 2：TelePresence MCU の SIP 設定を変更する 
TelePresence MCU で次の手順を実行します。 

1. [Settings] > [SIP] に移動します。 
2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

SIP registrar usage [Disabled] を選択します。 

SIP proxy address ブランクのままにします。 

Outgoing transport [TLS] を選択します。 

Use local certificate for outgoing connections and registrations このボックスをチェックします。 
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3. [Apply changes] をクリックします。 
4. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 3：TelePresence MCU での H.323 ゲートキーパーの使用を

無効にする 
TelePresence MCU で次の手順を実行します。 

1. [Settings] > [H.323] に移動します。 
2. [H.323 gatekeeper usage] を [Disabled] に設定します。 
3. すべての他のフィールドをデフォルト値のままにします。 
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4. [Apply changes] をクリックします。 
5. 他の TelePresence MCU についてもこの手順を繰り返します 

タスク 4：TelePresence Server に暗号キーをインストールする 
TelePresence Conductor バックツーバック ユーザ エージェント（B2BUA）を使用する導入では、会議ブリッジに 
[Encryption] オプション キーがインストールされている必要があります。 

[Encryption] キーがインストールされているか確認する、またはキーをインストールするには、次のタスクを実行

します。 

1. [Configuration] > [Upgrade] に移動します。 
2. [Feature management] セクションに移動し、[Encryption] キーがインストールされていることを確認します。

キーがインストールされていない場合、[Add key] フィールドにキーを入力し、[Add key] をクリックします。 

 

TLS が TelePresence Server で有効になっていることを確認するには、次の手順を実行します。 

1. [Network] > [Services] に移動します。 
2. [Encrypted SIP (TLS)] がオンになっていることを確認します。 
3. [Incoming H.323]、[SIP (TCP)]、および [SIP (UDP)] がオフになっていることを確認します。 

H.323 は Media 310/320 または仮想マシンプラットフォーム上の TelePresence Server では使用できま

せん。 
4. [HTTPS] がポート 443 で有効になっていることを確認します。 
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5. [Apply changes] をクリックします。 

タスク 5：TelePresence Server の SIP 設定を変更する 
TelePresence Server で次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [SIP settings] に移動します。 
2. 該当するフィールドに次の値を入力します。 
 

Outbound call configuration ドロップダウン リストから [Call direct] を選択します。 

Outbound address ブランクのままにします。 

Outbound domain ブランクのままにします。 

Username ブランクのままにします。 

Password ブランクのままにします。 

Outbound transport [TLS] を選択します。 
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Negotiate SRTP using SDES [For secure transports (TLS) only] を選択します。 

Use local certificate for outgoing connections and 
registrations 

チェックボックスをオンにします。 

 

 

3. [Apply changes] をクリックします。 
4. 他の TelePresence Server についてもこの手順を繰り返します。 

タスク 6：TelePresence Server での H.323 ゲートキーパーの使用を

無効にする 
ゲートキーパーの H.323 登録を無効にするには、次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [H323 Settings] に移動します。 
2. [Use gatekeeper] のチェックボックスをオフにします。 
3. すべての他のフィールドをデフォルト値のままにします。 

 

4. [Apply changes] をクリックします。 
5. 他の TelePresence Server についてもこの手順を繰り返します。 
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タスク 7：Cisco VCS ランデブー会議の IP アドレスを追加する 
ここでは、TelePresence Conductor で Cisco VCS ランデブー会議の追加 IP アドレスを追加する方法について

説明します。 

TelePresence Conductor で次の手順を実行します。 

1. [System] > [Network interfaces] > [IP] に移動します。 
2. [Additional addresses for LAN 1] セクションで、[New] をクリックします。 

 

3. 使用する新しい IP アドレスを入力します。 
注：アドレスは、プライマリ TelePresence Conductor IP インターフェイスと同じサブネット上に存在し、その 
TelePresence Conductor 専用として予約できる必要があります。これはプロセスで先に作成した Cisco 
VCS ネイバー ゾーンで [Peer 1 address] として使用されます。 

4. [Add address] をクリックします。 

 

5.  [Additional addresses for LAN 1] リストで、IP アドレスが正しく追加されたことを確認します。 
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6. [Maintenance] > [Restart options] に移動します。 
7. ネットワーク インターフェイスの変更が適用されるように、[Restart] をクリックします。 
8. TelePresence Conductor が再起動するのを待ちます。 
9. ネットワーク上で TelePresence Conductor の新しい IP アドレスがアクティブであることを確認するには、別

のデバイスから IP アドレスを ping します。 

タスク 8：Cisco VCS ランデブー会議の場所を設定する 
このタスクでは、すべての Cisco VCS ランデブー会議について、TelePresence Conductor に場所を追加する

方法について説明します。 

TelePresence Conductor で次の手順を実行します。 

1. [Conference configuration] > [Locations] に移動します。 
2. [New] をクリックします。 
3. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Location 
name 

ロケーションの名前を入力します。例：VCS location 

Conference 
type 

[Rendezvous] を選択します。 

Rendezvous 
IP address 

ドロップダウン リストから、Cisco VCS コールに使用する TelePresence Conductor の IP アドレスを選択し

ます。これは、Cisco VCS のネイバー ゾーンの [Destination address] に一致する必要があります。 
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Trunk 1 
IP address 

これは、TelePresence Conductor が自動ダイヤル参加者や、Cisco TMS によって開始されたその他のア

ウトダイヤルされたコールを Cisco VCS に転送する必要がある場合にのみ必要です。 

Cisco VCS の IP アドレスを入力します。 

Cisco VCS クラスタを使用する場合は、追加のトランクの IP アドレスおよびポートを入力します。 

複数のトランクの IP アドレスを指定すると、TelePresence Conductor はロケーションのすべてのトランクの 
IP アドレスを同等のものと見なします。宛先が到達可能である限り、定義されたどのトランクの IP アドレスで

も使用できます。TelePresence Conductor が現在使用している SIP トランクの宛先が到達不能になった場

合、自動的に別のアクセス可能な宛先が使用されます。TelePresence Conductor は宛先の 1 つだけを維

持し、設定された複数の宛先でダイヤルアウト コールのロード バランシングを行いません。 

Trunk 1 Port 「5061」を入力します。 

Trunk 
protocol 

[TLS] を選択します。 

 

 

4. [Add location] をクリックします。 

タスク 9：会議ブリッジ プールの設定を変更する 
このタスクでは、TelePresence Conductor の会議ブリッジ プールの設定を、Cisco VCS の場所を指すように変

更する方法について説明します。 

TelePresence Conductor で次の手順を実行します。 

1. [Conference configuration] > [Conference bridge pools] に移動します。 
2. 会議ブリッジ プールの [View/Edit] リンクをクリックします。 
3. ドロップダウン リストから、Cisco VCS に設定する [Location] を選択します。 
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4. [Save] をクリックします。 
5. 他の会議ブリッジ プールについてもこの手順を繰り返します。 

タスク 10：会議ブリッジの設定を変更する 
ここでは、TelePresence Conductor で会議ブリッジの設定を変更する方法について説明します。 

TelePresence Conductor で次の手順を実行します。 

1. [Conference configuration] > [Conference bridges] に移動します。 
2. 会議ブリッジの [View/Edit] リンクをクリックします。 
3. 次のフィールドを編集します。 
 

Dial plan prefix このフィールドをクリアします。 

H.323 cascade call routing [Direct] を選択します。 

 
4. [Save] をクリックします。 
5. 他の会議ブリッジについてもこの手順を繰り返します。 

タスク 11：ポリシー サービスとしての TelePresence Conductor を
削除する 
Cisco VCS で次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [Dial plan] > [Policy services] に移動します。 
2. TelePresence Conductor を指すポリシー サービスのチェックマークをオンにして、[Delete] をクリックします。 

タスク 12：ネイバー ゾーン設定を変更する 
このタスクでは、会議ブリッジのネイバー ゾーンを削除し、TelePresence Conductor のネイバー ゾーンを作成

する方法について説明します。 

Cisco VCS で次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [Zones] > [Zones] に移動します。 
2. SIP トランクを作成する TelePresence Conductor に接続された会議ブリッジ用に設定されたすべてのネイ

バー ゾーンの横のチェックボックスをオンにします。 
注：ネイバー ゾーンのリストをもう一度チェックし、不要になったネイバー ゾーンだけをオンにしたことを確認し

ます。 
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3. [Delete] をクリックします。 
4. [Create new zone] をクリックします。 
5. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
 

Name たとえば「Conductor」と入力します。 

Type [Neighbor] を選択します。 

H.323 mode [Off] を選択します。 

SIP transport [TLS] を選択します。 

[Port] を 5061 に設定します。 

Peer 1 address Cisco VCS 用の TelePresence Conductor のランデブー IP アドレスを入力します（TelePresence 
Conductor を管理するのに使用される TelePresence Conductor のプライマリ LAN IP アドレスでは

ありません）。これはタスク 17：TelePresence Conductor で Cisco VCS ランデブー会議の IP アドレ

スを追加する（27 ページ）で TelePresence Conductor に追加されます。 

Zone profile [Custom] を選択します。 

Automatically 
respond to 
SIP searches 

[On] を選択します。 
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5. [Create zone] をクリックします。 

タスク 13：検索ルールの設定を変更する 
ここでは、TelePresence Conductor ポリシー サービスではなく、TelePresence Conductor ネイバー ゾーンを

ポイントするように、Cisco VCS の検索ルールを変更する方法について説明します。 

Cisco VCS で次の手順を実行します。 

1. [Configuration] > [Dial plan] > [Search rules] に移動します。 
2. TelePresence Conductor ポリシー サービスをポイントする検索ルールを見つけ、[View/Edit] リンクをクリック

します。 
3. 検索ルールを変更して次のデータを含めます。 
 

Rule name 検索ルールがポリシー サービスの代わりに TelePresence Conductor ネイバー ゾーンをポイントしてい

ることを示すように、ルール名を変更します（「To Conductor」など）。 

Priority たとえば「10」と入力します。 

Mode [Alias pattern match] を選択します。 

Pattern type [Regex] を選択します。 
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Pattern string 「(meet|meetts|teach|learn|teachts|learnts)\..*@<SIP のドメイン>」と入力します。 

注：<SIP のドメイン> を、ネットワークの該当する SIP ドメインに置き換えます。 

Pattern 
behavior 

[Leave] を選択します。 

On successful 
match 

[Stop] を選択します。 

Target [Conductor] を選択します。 
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マニュアルの変更履歴 
次の表に、このマニュアルの変更履歴の要約を示します。 

日付 説明 

2015 年 3 月 XC3.1 に関する内容を更新。 

2015 年 1 月 XC3.0 に関する内容を更新。 

2014 年 11 月 自動ダイヤル参加者に関するトラブルシューティング情報を修正。 

2014 年 8 月 XC2.4 に関する内容を更新。 

2014 年 4 月 XC2.3 に関する内容を更新。 

2014 年 5 月 TelePresence MCU で着信 H.323 が選択される必要があることに関する推奨事項を修正。 

2013 年 8 月 XC2.2 に関する内容を更新。 

2013 年 8 月 Cisco VCS のゾーン プロファイル設定を修正し、トラブルシューティングのセクションに問題の説明を追加。 

2013 年 5 月 初回リリース 
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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 © 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、
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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 
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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。 
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