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このマニュアルについて
『Design Guide for Cisco MediaSense』には次の情報が記載されています。
• MediaSense のアーキテクチャ
• 設計上の考慮事項と注意事項
• MediaSense のソリューションレベルの導入モデルとプロビジョニング要件
• MediaSense データベースおよび API
• 互換性マトリクス

対象読者
このマニュアルは、Cisco MediaSense に最良の設計プラクティスを適用したいと望む、システム
アーキテクト、設計者、エンジニア、およびシスコ チャネル パートナーを対象としています。
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変更履歴

変更履歴
このマニュアルは、予告なしに更新されることがあります。このマニュアルの最新バージョンは、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/mediasense/
products-implementation-design-guides-list.html から入手できます。
この Cisco.com の Web サイトを定期的に参照し、お手元のマニュアルの（表紙ページにある）改
訂日と Web サイトにあるマニュアルの改訂日とを比較して、更新されているかどうかを確認して
ください。
次の表は、このマニュアルの改訂履歴を示したものです。
変更内容

参照先

日付

「エージェント情
報」の項を追加

エージェント情
報, （23 ペー
ジ）

リリース 11.0(1) 向けのマニュアルの初期リリース

「コールの関連付
け」の項を更新

コールの関連付
け, （17 ペー
ジ）

リリース 11.0(1) 向けのマニュアルの初期リリース

「基本録音」の項で 基本的な録画, （ リリース 11.0(1) 向けのマニュアルの初期リリース
コーデックのフレー 25 ページ）
ム サイズを指定
ブラウザ内再生

ブラウザ内再生,
（12 ページ）

リリース 10.5_SU1 向けのマニュアルの初期リリース

Finesse AgentInfo ガ
ジェット

Finesse AgentInfo リリース 10.5_SU1 向けのマニュアルの初期リリース
ガジェット, （
23 ページ）

関連資料
マニュアルまたはリソース

リンク

Cisco MediaSense Documentation
Guide

http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
mediasense/products-documentation-roadmaps-list.html

Cisco MediaSense の Cisco.com サイ http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
mediasense/tsd-products-support-series-home.html
ト
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マニュアルまたはリソース

リンク

Cisco MediaSense のドキュメント
Wiki

http://docwiki.cisco.com/wiki/Category:Cisco_MediaSense

Cisco MediaSense のトラブルシュー http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/
mediasense/products-troubleshooting-guides-list.html
ティングのヒント
『Virtualization for Cisco
MediaSense』

http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Cisco_
MediaSense [英語]

Cisco MediaSense に関する FAQ

http://docwiki.cisco.com/w/index.php?title=FAQs_for_Cisco_
MediaSense [英語]

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用して、コ
ンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。

フィールド アラートおよびフィールド通知
シスコ製品が変更された可能性や、主要プロセスが重要であると判断された可能性があることに
注意してください。これらは、シスコのフィールド アラートおよび Cisco Field Notice 通知を使用
して発表されます。フィールド アラートおよびフィールド通知は、Cisco.com の Product Alert Tool
で登録すると受信できます。このツールを使用して関心のある製品を選択し、通知を受信するプ
ロファイルを作成することができます。
www.cisco.com にログインし、http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html でツールにアク
セスしてください。

マニュアルに関するフィードバック
次のアドレスへの電子メールで、このマニュアルに関するコメントを送信できます。
ccbu_docfeedback@cisco.com
お客様からのご意見をお待ちしております。
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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

[]

アイコン、ボタン名、ダイアログボックス名など、画面に表示
される項目は、[]で囲んで表示しています。次に例を示します。
• [編集（Edit）] > [検索（Find）] を選択します。
• [終了（Finish）] をクリックします。

italic フォント

イタリック体は、以下の場合に使用しています。
• 新しい用語の紹介。例：スキル グループとは、類似したス
キルを持つエージェントの集合です。
• 強調。例：数字の命名規則は使用しないでください。
• ユーザが置き換える必要がある構文値。例：IF (condition,
true-value, false-value)
• ドキュメントのタイトル。例：『Cisco CRS Installation
Guide』を参照してください。

window フォント

Courier などのウィンドウ フォントは、次の場合に使用されま
す。
• コード中のテキストや、ウィンドウに表示されるテキスト。
例：<html><title>Cisco

< >

Systems,Inc.</title></html>

山カッコは、以下の場合に使用しています。
• コンテキストでイタリックが許可されない引数（ASCII 出
力など）。
• ユーザが入力する文字列で、ウィンドウには表示されない
もの（パスワードなど）。
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章

製品の概要
Cisco MediaSense は、他のネットワーク デバイスに音声メディアとビデオ メディアの録音機能を
提供する SIP ベースのネットワークレベルのサービスです。シスコの Unified Communications アー
キテクチャに完全に統合された MediaSense は、適切に設定された Unified Communications Manager
IP フォンまたは Cisco Unified Border Element デバイスを介して伝送するすべての Voice over IP
（VoIP）会話を自動的にキャプチャして保存します。さらに、IP フォン ユーザまたは SIP エン
ドポイント デバイスは、そのユーザによってのみ生成されるメディアで構成された録音を残す
ために MediaSense システムを直接呼び出すことができます。これらの録音には音声に加えビデ
オを含めることができ、ビデオ ブログやポッドキャストの録音のために簡単で使いやすい手段
が提供されます。
メディア分岐
録音はメディア分岐によって実施されます。基本的には、電話機または Unified Border Element が
入力および出力メディア ストリームのコピーを MediaSense 録音サーバに送信します。コールが
録音対応電話機で発生または終了すると、Unified Communications Manager は SIP 招待のペアを電
話機と録音サーバの両方に送信します。録音サーバは、電話機から Real-time Transport Protocol
（RTP）ストリームのペアを受信する準備をします。同様に、コールが録音対応の Unified Border
Element を通過すると、Unified Border Element デバイスは SIP 招待を録音サーバに送信し、録音
サーバは Unified Border Element からの RTP ストリームのペアを受信する準備をします。最後に、
NBR で、Communication Manager は SIP 招待のペアを録音サーバに、特別なメッセージを Unified
Border Element に、Unified Border Element からの RTP ストリームのペアを録音サーバに送信しま
す。
この手順により、次のような結果となります。
• 各録音セッションは、2 つのメディア ストリーム（各方向に流れるメディアに 1 つずつ）
で構成されます。両方のストリーム（またはトラック）は同じ MediaSense 録音サーバに到
達しますが、これら 2 つのストリームはレコーダーで別々にキャプチャされます。
• ほとんどの Cisco IP Phone がメディア分岐をサポートしています。メディア分岐をサポート
していない IP Phone は、電話機ベースの録音に使用できません。
• 電話機はメディアのコピーを分岐できますが、変換はできません。これは、最初のコール
セットアップ中に電話機によってネゴシエートされるコーデックが録音で使用されるコー
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デックであることを意味します。MediaSense は限定されたコーデックのセットをサポート
しています。電話機が MediaSense によってサポートされていないコーデックをネゴシエー
トすると、コールは録音されません。Unified Border Element の録音についても同様です。
• 録音ストリームは、電話機の最初の会話が完全に確立された後にのみセットアップされま
す。完了するまで時間がかかる場合があります。したがって、各コールの最初がクリッピ
ングされる可能性があります。クリッピングは通常 2 秒未満に限定されますが、Unified
Border Element、Unified Communications Manager、および MediaSense の全体的な負荷によっ
て影響を受けることがあります。また、Unified Border Element または Unified Communications
Manager と MediaSense 間のシグナリング リンクに沿ったネットワーク パフォーマンス特性
によっても影響を受けることがあります。MediaSense は、一定のしきい値を超えると、こ
の遅延を注意深くモニタしてアラームを発生させます。
この主なメディア録音機能に加えて、MediaSense では 2 つの他の機能が提供されます。
• 特定のビデオ メディア ファイルをビデオ電話またはサポートされるプレーヤーでオンデマ
ンドで再生できます。
この機能は、前に選択された録音を再生するために別のコール コントローラが既存のビデ
オ コールに MediaSense を招待する Video in Queue（ViQ）、Video on Demand（VoD）また
は Video on Hold（VoH）の使用例をサポートしています。管理者は、スタジオ録画された
ビデオを MP4 形式でアップロードし、アップロードされたビデオを自動的に再生するよう
に個々の着信番号を設定できます。コールコントローラは、SIP招待を着信番号でMediaSense
に送信することでビデオを再生します。
• Cisco Unity Connection と統合して、ビデオ ボイスメール メッセージを提供することができ
ます。
ビデオは Unity Connection サブスクライバによって MediaSense に直接録画され、ビデオ対
応の発信者に対して再生されてから、発信者がメッセージを残すようにします。
分岐されたメディアは Cisco IP Phone または Unified Border Element デバイスから録音できるの
で、MediaSense を使用して異なる視点から会話を録音することができます。IP フォンによって
分岐された録音は、その電話自体の視点から扱われ、その電話機を経由するメディアが録音され
ます。しかし、コールが別の電話機に転送された場合は、残りの会話は（転送先の電話機でも録
音が有効になっていない限り）録音されません。この視点は、特定のエージェントに焦点を当て
ているコンタクト センターのスーパーバイザに役立ちます。
Unified Border Element によって分岐された録音は、発信者の視点から扱われます。コールが何度
組織内で転送されても、発信者を経由するすべてのメディアが録音されます。実際の電話機が関
与しない発信者と自動音声応答（IVR）システムとの間のインタラクションでさえも録音されま
す。録音されない唯一のコールは、たとえば打診転送の一部としての、ある IP フォンから別の
IP フォンへのコンサルト コールです。（Unified Communications Manager が IP フォン同士のコー
ルを Unified Border Element を経由してルート指定するように設定されている場合は録音すること
ができます）。この視点は、発信者に焦点を置いた、紛争解決または法規制の遵守の目的で役立
ちます。
Cisco Unified Communications Manager 10.0 以降を使用して、3 つ目のオプションである Unified
Communications Manager のネットワークベースの録画（NBR）を利用できます。このオプション
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を使用すると、メディアは Unified Border Element から分岐され、Unified Communications Manager
によって管理されます。Unified Communications Manager ではフォールバック機能も提供されま
す。それによって、Unified Border Element 分岐が使用できない場合に、Unified Communications
Manager は IP フォン分岐にフォールバックします。これらの機能を組み合わせることで、Unified
Communications Manager 電話機への配信に先行するコールの一部を除き、発信者とエージェント
の視点両方をキャプチャできます。
録音へのアクセス方法
キャプチャされる方法にかかわらず、録音には複数の方法でアクセスできます。録音をしている
間に、VLC または RealPlayer などのメディア プレーヤーを搭載したコンピュータ、またはパー
トナーやサードパーティが提供するコンピュータを介して、ライブでその録音をストリーミング
（モニタ）できます。完了したら、録音を同じように再生したり、HTTP を使用して raw 形式で
ダウンロードできます。また、.mp4 または .wav ファイルに変換してその形式でダウンロードで
きます。進行中または完了後の録音へのアクセスはすべて URI を介して行われます。MediaSense
では、組み込みメディア プレーヤーを搭載した Web ベースの検索と再生アプリケーションも提
供されます。このアプリケーションにより、認可されたユーザは個々のコールを選択してサポー
トされている Web ブラウザからモニタ、再生、またはダウンロードを直接行うことができます。
ストレージ管理
メディアの録音は、多くのディスク領域を占有するため、領域管理は重要です。MediaSense で
は、領域管理について、保存プライオリティと録音プライオリティの2種類の動作モードが提供
されます。これらのモードは、対照的で排他的な2つの使用例に対応します。すべての録音セッ
ションを明示的に削除されるまで保持する必要がある場合（新しい録音セッションがキャプチャ
できない場合も含みます）と、古い録音セッションを新しいセッション用の領域を作るために必
要に応じて削除できる場合です。クライアント ソフトウェアがディスク領域を自動的に制御お
よび管理できるよう、イベントおよび API のセットが提供されています。
録音のメタデータ
MediaSense は、すべての録音に関する情報が保持されているメタデータ データベースも維持し
ます。包括的な Web 2.0 API が提供されることで、クライアント装置はさまざまな方法でメタ
データにクエリと検索を行って、進行中の録音の管理、録音のストリーミングおよびダウンロー
ド、特定の基準を満たす録音の一括削除、および個々の録音セッションへのカスタム タグの適
用を行うことができます。Symmetric Web Services（SWS）イベント機能を使用することで、サー
バベースのクライアントは録音が開始および停止されたとき、ディスク領域の使用量がしきい値
を超えたとき、個々の録音セッションに関するメタ情報が更新されたときに通知を受けることが
できます。クライアントは、これらのイベントを使用してシステム アクティビティを記録し、
自身のアクションをトリガーできます。
基本的な使用例
上記で説明した MediaSense 機能は、次の 4 つの基本的な使用例を対象にしています。
• 法規制の遵守を目的とした会話の録音（コンプライアンス録音）。
• 音声テキスト変換と音声分析を目的としたメディアのキャプチャと転送。
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• ポッドキャスティングとブログを目的とした個々の録音のキャプチャ（ブログ ビデオ）。
• ViQ、VoD、VoH、またはビデオ ボイスメール グリーティングを目的とした以前にアップ
ロードされたビデオの再生。
コンプライアンス録音はあらゆる企業で必要となる場合がありますが、指定したエージェントの
電話機で行われたすべての会話またはお客様からのすべての電話を録音して保存する必要があっ
たり、スーパーバイザが監査、トレーニングまたは紛争解決の目的で会話を検索、モニタ、およ
び再生する簡単な方法を必要としているコンタクト センターにおいて特に有用です。音声分析
エンジンは、MediaSense が別個のトラックとして会話の両面を維持し、各トラックへのアクセス
を個別に提供するという点で役立ち、誰が何を言っているかを識別するための分析エンジンの必
要性が単純化されます。

Cisco MediaSense 設計ガイド リリース 11.0(1)
4

第

2

章

特性と機能
• コンプライアンス録音, 6 ページ
• 会議と転送, 7 ページ
• 保留と一時停止, 7 ページ
• 直接インバウンド録音, 8 ページ
• 直接アウトバウンド録音, 8 ページ
• モニタリング, 9 ページ
• 再生, 10 ページ
• 変換とダウンロード, 11 ページ
• 組み込み型の検索および再生アプリケーション, 11 ページ
• 組み込みストリーミング メディア プレーヤー, 12 ページ
• ブラウザ内再生, 12 ページ
• ViQ、VoD、および VoH 機能をサポートするためにアップロードされるビデオ , 13 ページ
• ビデオ ボイスメール用の Cisco Unity Connection との統合, 14 ページ
• Finesse および Unified CCX との統合, 15 ページ
• 保留中映像およびネイティブ キューイングのための Unified Communications Manager との統
合, 16 ページ
• Cisco Remote Expert との統合, 16 ページ
• 着信コールの処理ルール, 17 ページ
• コールの関連付け, 17 ページ
• アーカイブ, 18 ページ
• Unified Communications Manager のネットワークベースの録画, 20 ページ
• Finesse AgentInfo ガジェット, 23 ページ

Cisco MediaSense 設計ガイド リリース 11.0(1)
5

特性と機能
コンプライアンス録音

• エージェント情報, 23 ページ

コンプライアンス録音
コンプライアンス録音では、コールは常に録音されるように設定されます。
Unified Communication Manager に制御された録音の場合は、指定した電話で受信または開始され
たすべてのコールが録音されます。個々の電話機の各回線は、Unified Communications Manager で
適切な録音プロファイルによってそれらを設定することで録音が有効化されます。各回線は、ネッ
トワークベースの録画（NBR）の優先または組み込みブリッジ（BiB）録音の優先として設定する
こともできます。
Unified Border Element ダイヤル ピア録音の場合は、（一般的に着信番号のパターンによって選定
される）特定のダイヤル ピアに一致する Unified Border Element を通過するすべてのコールが録音
されます。MediaSense 自体は、どのコールが録音されるかについて管理しません（「着信コール
の処理ルール, （17 ページ）」で説明する限られた範囲を除く）。
コンプライアンス録音は選択的録音とは異なります。選択的録音では、録音サーバ自体が録音す
るコールを決定するからです。MediaSense 自体は選択的録音をサポートしませんが、MediaSense
を特定のパートナー アプリケーションと組み合わせて導入することで影響をもたらすことができ
ます。
MediaSense はコンプライアンス録音を開始しません。Unified Communications Manager または Unified
Border Element からの SIP 招待を受信するだけで、録音されるコールと録音されないコールの決定
には関与しません。IP フォンの設定と Unified Border Element ダイヤル ピアの設定によって、メ
ディアが録音されるべきかどうかが決定します。場合によっては、コールが 2 回以上録音されて、
Unified Border Element、Unified Communications Manager、および MediaSense がそのことを把握し
ていない場合があります。
上記のシナリオは、コンタクト センターのすべてのエージェント IP フォンが録音用に設定されて
いて、あるエージェントが別のエージェントに電話をする場合に起こります。また、コールが録
音用に設定されている Unified Border Element ダイヤル ピアを通過して、録音用に設定されている
電話機に着信する場合にも起こる可能性があります。Unified Border Element は 2 つの録音を作成
することになる可能性があります。ただし、MediaSense は、クライアントが重複したコールを検
索して余分なコピーを選択的に削除するためにクエリを呼び出すことができるだけのメタデータ
を保存してます。
この時点で、Unified Communications Manager の制御下で BiB または NBR によって分岐できるの
はオーディオ ストリームだけです。Unified Border Element ダイヤル ピア録音は、音声とビデオの
両方を分岐するように設定することも、ビデオコール内のオーディオトラックのみを分岐するよ
うに設定することもできます。ビデオも MediaSense の直接インバウンドまたはアウトバウンド メ
カニズムを使用して録画できます。
MediaSense は最大 8 時間のコールを録音できます。
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会議と転送
MediaSense 録音は 1 つ以上のセッションから構成されます。各メディア分岐セッションには 2 つ
のメディア ストリームが含まれます。一方は着信データ用でもう一方は発信データ用です。単純
な二者間の会話で構成される単純な通話は、単一セッションによって完全に表されます。MediaSense
はメタデータを使用して、どの参加者がどのセッションのトラックに記録されたか、および参加
者がいつ会話に参加し終了したかを追跡します。ただし、複数の会議が関係する場合は、常にデー
タを追跡できるわけではありません。
転送と会議のアクティビティがセッションに含まれている場合、MediaSense は関連情報をメタデー
タに保持するよう試みます。録音が複数のセッションに分けられる場合、クライアント アプリ
ケーションはこれらのセッションを同時に関連付けるためにメタデータも利用できます。
会議
多地点会議は、各方向で 1 つストリームがあり、関係者の 1 人を除く全員を一人の MediaSense 参
加者に組み合わせる会議ブリッジを使用する単一のセッションによっても表せます。ストリーム
の 1 つが会議ブリッジを示すことを識別するメタデータはありますが、MediaSense は会議ブリッ
ジの参加者の完全リストを受信しません。
転送
転送は、コールが Unified Communications Manager の電話機から分岐するか、または Unified Border
Element から分岐するかに応じて、動作が異なります。
Unified Communications Manager 10.0 以降では、転送により現在のセッションが廃棄され、新しい
セッションが開始されます。Unified Communications Manager の以前のバージョンでは、分岐電話
機がセッションを転送しない場合、セッションはそのまま残ります。
Unified Border Element の分岐では、状況はより対称的です。Unified Border Element は中間ネット
ワーク要素であり、いずれの参加者もアンカーではありません。デバイスのどちらの側の転送も
通常、同じ録音セッション内に収容されます。（詳細については、ソリューションレベルの導入
モデル, （56 ページ）を参照してください）。

保留と一時停止
保留と一時停止は、一見似ている概念ですが、同じものではありません。
• 保留（と再開）は、ユーザが電話機のキーを押した結果として発生します。MediaSense は
パッシブ オブザーバです。
• 一時停止（と再開）は、会話が継続しているときにクライアント アプリケーションが一時的
に録音を停止するために MediaSense API 要求を発行した結果として発生します。
保留
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保留動作は、どのデバイスが分岐を管理しているかによって異なります。Unified Communications
Manager 導入（BiB または NBR による録音）の場合、1 者がコールを保留状態にして、その側で
のすべてのメディアの送受信をブロックすると、他方の電話機は通常、保留音（MOH）を受信し
ます。分岐を行っている電話機が保留動作を開始した場合、Unified Communications Manager は録
音セッションを終了し、コールが再開すると新しい録音セッションを作成します。メタデータの
フィールドは、特定の会話のセッションすべてを収集するクライアント アプリケーションを可能
にします。
分岐を行っている電話機が保留動作を開始したものでない場合、録音セッションは中断なく継続
し、保留音も含まれます（ユニキャストの場合）。マルチキャスト MOH は、録音されません。
Unified Communications Manager の電話機が選択的録音を行うように設定する導入の場合は、特定
コールの録音開始を Unified Communications Manager に対して要求する CTI（TAPI または JTAPI）
クライアントが必要です。CTI クライアントは、保留および再開の場合に録音を再要求する必要
はありません。
Unified Border Element のダイヤル ピア導入の場合、保留と再開は直接 SIP 処理として実行されま
す。SIP プロトコルには保留と再開を直接的に示す概念はありません。その代わりに、これらの処
理はメディア ストリームの非アクティブ イベントとして実行されます。MediaSense はメタデータ
でイベントをキャプチャし、クライアント アプリケーションがそれを使用できるようにします
が、録音セッションは中断されません。
一時停止
一時停止機能によって、顧客関係管理（CRM）システムや VoiceXML による IVR システムなどの
アプリケーションは、自動的にメニューまたはスクリプトによる処理で発信者の位置に基づいて
機密情報の録音を抑制することができます。一時停止は、一時的に録音を停止するためにMediaSense
API クライアントによって呼び出され、その後の再生では一時停止したセグメントはスキップさ
れます。MediaSense はその情報をメタデータ内に保存し、アプリケーション クライアントが使用
できるようにします。
一時停止は Unified Border Element の場合の録音と Unified Communications Manager の場合の録音で
同様に機能します。

直接インバウンド録音
Unified Border Element または Unified Communications Manager の録音プロファイルが制御するコン
プライアンス録音に加えて、自動録音用に構成された MediaSense サーバに関連付けられた番号に
直接コールを発信することでも録音を開始できます。これらの録音は、メディア分岐テクノロジー
によって行われないため、Unified Border Element や Cisco IP Phone だけに限定されず、また音声に
限定されるものでもありません。これで、ビデオ ブログが実現されます。

直接アウトバウンド録音
クライアントは、MediaSense API を使用して、MediaSense に電話番号の発信を要求します。受信
者が応答すると、そのコールは、ユーザを直接インバウンド コールで録音サーバにダイヤルした
ときに録音されるのと同様の方法で録音されます。クライアントとは、Web ページの [電話して
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（Call Me）] ボタンなど、MediaSense に HTTP 要求を発行できる任意のデバイスです。サポート
されるコーデックを使用して IP に変換されれば、非 IP 電話（家庭用電話機など）も含めてどの
ような電話でも録音できます。サポートされているビデオ IP 電話も、この方法で記録できます。
直接アウトバウンド録音は、MediaSense が Unified Communications Manager システムを介してター
ゲット電話番号に到達できる場合にのみサポートされます。Unified Communications Manager がコー
ルの処理に使用されない Unified Border Element だけの導入では、直接アウトバウンド録音はサポー
トされません。

モニタリング
録音の進行中、セッションはサードパーティ製のストリーミングメディア プレーヤーまたは
MediaSense の内蔵メディア プレーヤーによってモニタリングされます。
サードパーティ製のメディア プレーヤーでコールをモニタリングするには、HTTP-BASIC クレデ
ンシャルを提供でき、302 リダイレクトを処理できる Real-Time Streaming Protocol（RTSP）の URI
をクライアントが指定する必要があります。クライアントは、メタデータのクエリまたはセッショ
ン イベントのキャプチャによって、URI を取得できます。
適切に認証されたクライアントが、録音がアクティブかどうかなどのさまざまな基準で録音セッ
ションを検索できるようにする HTTP クエリ API を MediaSense は提供しています。また、クライ
アントはセッション イベントにサブスクライブして、録音の開始（や他の条件の成立）ごとに
MediaSense の Symmetric Web Service（SWS）イベントを受け取ることもできます。いずれの場合
も、クライアントに渡される本文には、ストリーミングに使用する RTSP URI など、録音に関す
る多くのメタデータが含まれています。
Cisco MediaSense 用にシスコがテストしたサードパーティ製ストリーミング メディア プレーヤー
は VLC と RealPlayer です。これらのプレーヤーには、どちらを使用するかを選択する場合に考慮
すべき長所と短所がそれぞれにあります。
録音セッションは通常、2 つのオーディオ トラックから構成されます。MediaSense は、それらを
そのように受信および保存しますが、現在リアルタイム ミキシングはサポートしていません。
VLC は、一度にトラックを 1 つしか再生できません。ユーザはトラックを切り替えることはでき
ますが、同時に両方を聞くことはできません。VLC はオープン ソースで、ブラウザ ページに組
み込みやすくなっています。
RealPlayer は、2 つのストリームをステレオで再生できますが（各耳に 1 つのストリーム）、低速
接続用のバッファリング アルゴリズムでは、リスナーを惑わせるような無音間隔が生じる場合が
あります。音楽やポッドキャストの再生の場合は、ユーザもこのような遅延にある程度慣れます
が、コールのモニタリングの場合にはリアルタイム性が求められ、相当のバッファリング遅延は、
そうした目的に適しません。
どちらのプレーヤーも AAC-LD、g.729、g.722 オーディオは再生できません。これらの形式のス
トリームをモニタリングまたは再生するにはカスタム アプリケーションを作成する必要がありま
す。
MediaSense の内蔵メディア プレーヤーには、組み込みの検索と再生アプリケーションからアクセ
スします。このプレーヤーは、より多くのコーデックをカバーし、両方のストリームを同時に再
生できますが、AAC-LD オーディオ コーデックをサポートしていません。また、場合により、
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g.729 コーデック サポートしていません。これらの機能は、録音されたコールの再生とアクティ
ブ コールのモニタリングの両方に当てはまります。
録音中のコールだけがモニタリング可能です。録音されていないコールのライブ モニタリングを
必要としたり、これらの制限を受け入れることができないお客様は、Unified Communications Manager
のサイレント モニタリング機能を検討する可能性があります。

再生
録音セッションが完了すると、サードパーティ製のストリーミングメディアプレーヤー、または
検索と再生アプリケーションの内蔵メディア プレーヤーで再生できます。サードパーティ製のス
トリーミング メディア プレーヤーによる再生はモニタに似ています -- クエリかイベントを通じて
最初に RTSP URI を取得する必要があります。
サイレンス サプレッション
コールの録音中に、その録音内に無音のセグメントを 1 つ以上作成できます（たとえば、
pauseRecording API 呼び出しを使用します）。再生の際に、その無音部分を表すさまざまな方法が
あります。要求元クライアントは、RTSP PLAY コマンドに一組のカスタム ヘッダー パラメータ
を使用して次のいずれかを指定します。
• RTP ストリームはサイレント期間にわたって完全に一時停止し、その後、マーク ビットが設
定され、かつ経過したサイレント期間をタイムスタンプに反映した後続のパケットで続行さ
れる。
• RTP ストリームは一時停止しない。タイムスタンプは一時停止がなかったという事実を反映
しますが、RTP パケットにはパケットが記録されたときの絶対 UTC 時間を含む「TIME」パ
ディングが含まれます。
• RTP ストリームはサイレント期間を約 0.5 秒に圧縮する。その他の点ではすべて、第 1 項と
まったく同様に機能します。これはデフォルトの動作で、組み込みのメディア プレーヤーで
の動作方法です。
いずれの場合も、RTSP DESCRIBE コマンドによって返されるファイルの録音時間は元の録音時
間を反映したものになります。これは、最後のパケットの終了時刻から最初のパケットの開始時
刻を引いたものになります。
MediaSense API とセッション イベントによって返されるセッション所要時間は異なったものにな
る場合があります。それは、これらがメディア ストリーミング アクティビティではなく SIP アク
ティビティに基づいているためです。
VLC や RealPlayer などの商用メディア プレーヤーは第 3 項に記述されているデフォルトの動作を
引き出します。ただし、これらのプレーヤーは音楽やポッドキャストを再生するように設計され
ており、無音を含むメディア ストリームを処理するようには設計されていません。そのため、ハ
ングしたり切断することがあり、またストリーミング内で逆送りや先送りすることはできません。
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変換とダウンロード
完了した録音セッションは、HTTP 要求を使用して .mp4 または .wav 形式にオン デマンドで変換
できます。この方法で変換されたファイルは、2 種類のオーディオ トラックを混合ストリームと
してではなくステレオとして伝送します。また、.mp4 ファイルは 1 つのオーディオ トラックと 1
つのビデオ トラックも伝送できます。
変換後、.mp4 および .wav ファイルは未処理のカウンターパートとともに一定期間 MediaSense に
保存され、個別の URLを使用してアクセスできます。（ファイルは最終的に自動的に消去されま
すが、次に要求があった場合はオンデマンドで再作成されます）。ストリーミングと同様に、ブ
ラウザまたはサーバベースのクライアントは、メタデータを照会するか、または録音イベントを
モニタリングすることでこれらのファイルへの URI を取得できます。URI は、ファイルを再生ま
たはダウンロードするためにクライアントによって起動されます。
RTSP ストリーミングと同様に、クライアントは HTTP-BASIC クレデンシャルを提供し、302 リダ
イレクトを処理する準備ができている必要があります。このように、.mp4 または .wav 形式へ変換
することで、録音されたセッションをパッケージ化してエクスポートする安全で便利な、規格に
準拠した方法が提供されます。
ただし、.mp4 または .wav への大規模な変換には、録音サーバで多くの処理能力を必要とするの
で、パフォーマンスと拡張性に影響を与える可能性があります。一部の組織のアーカイブ ニーズ
に応え、また、録音をリアルタイムでストリーミングするよりもダウンロードする方を好む音声
分析ベンダーの目的を果たすために、MediaSense は「オーバーヘッドが少ない」ダウンロード機
能を提供しています。
この機能により、クライアントは特定の URI を使用して混在がなくパッケージ化されていない
個々のトラックを raw g.722、g.711 または g.729 形式でダウンロードできます。伝送は HTTP 1.1
チャンクされ、メディアを要件に適合する最適な形式に再構成してパッケージ化することはクラ
イアント（および開発者のプログラミングの専門知識）に任せられます。他の取得方法と同様に、
クライアントは HTTP-BASIC クレデンシャルを提供し、302 リダイレクトを処理する準備ができ
ている必要があります。ビデオ ストリームと AAC-LD でエンコードされたオーディオ ストリー
ムは、現在はこのようにダウンロードできないことに注意してください。

組み込み型の検索および再生アプリケーション
MediaSense は、録音を検索、ダウンロードおよび再生するために使用される Web ベースのツール
を提供します。この検索と再生プリケーションは、API ユーザ クレデンシャルを使用してアクセ
スされます。
このツールは、タイム フレームや参加者の内線番号などのメタデータ特性に基づいて動作中の録
音と過去の録音の両方を検索します。録音は、Cisco-GUID または Unified Communications Manager
のコール レッグ識別子を使用して選択することもできます。録音を選択したら、mp4 または .wav
形式で個別にダウンロードするか、またはアプリケーションの組み込みメディア プレーヤーを使
用して再生できます。
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検索と再生ツールは MediaSense REST ベースの API を使用して構築されます。同様のカスタム ア
プリケーションの構築に関心のあるお客様およびパートナーは、DevNet（旧 Cisco Developer
Network）からこの API にアクセスできます。
検索と再生アプリケーションのサポートは、データベース内に最大 400,000 セッションがあるク
ラスタに限定されます。自動プルーニングでは、保存期間を調整するための機能が提供され、次
式を使用してこの制限を確実に順守できます。
日単位での保存設定 = 400,000 / (平均エージェント数 * 1 時間あたりの平均通話数 * 1 日当たりの
平均時間数)
たとえば、1 時間あたり 4 回、毎日 1 日当たり 8 時間通話をするエージェントが 100 人いる場合、
400,000 セッションの制限を超過するまでこれらのセッションを 125 日間保持できることになりま
す。これはほとんどのお客様に受け入れられますが、1 時間あたり 30 回、毎日 1 日当たり 24 時
間通話をするエージェントが1000人いる場合は、保存期間は半日程度になります。検索と再生ア
プリケーションは、このような環境では使用できません。

（注）

保存期間を制限するその他の理由は、「Scalability and Sizing, （109 ページ）」で説明します。

組み込みストリーミング メディア プレーヤー
電話の録音には、音楽やポッドキャストに通常使用されるものとは異なるコーデックのセットを
使用します。そのため、ほとんどの市販のメディア プレーヤーは MediaSense が録音するメディア
のタイプを再生するのにはあまり適していません。このため、パートナー アプリケーションでは
通常独自のメディア プレーヤーが提供され、MediaSense には組み込み型の検索と再生アプリケー
ションが用意されています。
組み込みプレーヤーは、g.729、g.711、および g.722 コーデックをサポートします。これは、録音
されたコールの再生とアクティブ コールのモニタリングの両方に当てはまります。ただし、g.729
は Microsoft Windows ベースの 64 ビット版 Java のインストールではサポートされません。
組み込みメディア プレーヤーは、検索および再生アプリケーションを介してアクセスするか、ま
たはサードパーティ製のクライアント アプリケーションで使用できます。このアプリケーション
では、クリック可能なリンクを表示し、選択した録音セッションの録音に特化したメディア プ
レーヤーがユーザのブラウザにロードされるようにすることができます。複雑なユーザ インター
フェイスを不要とするパートナーは、このリンクにより、独自のメディア プレーヤーを開発する
かまたは市販のメディア プレーヤーをアプリケーションに組み込むという複雑さを回避すること
ができます。

ブラウザ内再生
MediaSense には、ブラウザの HTML5 再生機能を使用して録音を再生するブラウザ内再生があり
ます。ブラウザ内プレーヤーは、元の形式に関係なく録音を mp4 形式に変換します。また、再
生、一時停止、および音量コントロールがあり、再生中の録音の進行状況を表示します。組み込

Cisco MediaSense 設計ガイド リリース 11.0(1)
12

特性と機能
ViQ、VoD、および VoH 機能をサポートするためにアップロードされるビデオ

み型の Java メディア プレーヤーとは異なり、ブラウザ内プレーヤーでは録音をダウンロードした
りセキュリティ証明書の問題に対処する必要はありません。
現在、ブラウザ内プレーヤーは保存した音声通話でのみサポートされています。

（注）

ブラウザ内プレーヤーを実行する場合は、次のタスクを確認します。
1 MediaSense サーバには、ブラウザの信頼できるルート認証局に追加された自己署名証明書
が必要です。
2 Internet Explorer のブラウザ内再生を有効にするには、次のタスクを実行します。
1 FQDN を使用して MediaSense クラスタ ノードを追加します。
2 すべてのメディアの URL が FQDN を含めるように設定するために、set
useHostNameForMediaURL コマンドを true としてマーキングします。詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/mediasense/
products-user-guide-list.html にある『Cisco Mediasense User Guide』の「MediaSense Command
Line Interface Commands」の項を参照してください。

ViQ、VoD、および VoH 機能をサポートするためにアップ
ロードされるビデオ
MediaSense は、管理者がオンデマンドで再生するために .mp4 ビデオ ファイルをアップロードで
きるようにすることで、Cisco Contact Center Video in Queue、Video on Demand、および Video on
Hold 機能をサポートします。
これらの機能を使用するには、次の手順を実行する必要があります。
1 下記の手順で説明する技術仕様を満たす .mp4 ビデオを作成します。
2 MediaSense プライマリ ノードに .mp4 ビデオをアップロードします。ビデオは、サポートされ
るビデオ エンドポイントまで再生できる形式に自動的に変換され、他のすべてのノードに配信
されます。再生はクラスタ全体で自動的にロード バランスされます。
3 特定の着信番号をアップロードされたビデオにマッピングする「着信コール処理ルール」を作
成します。このビデオを一度再生するか、または連続的に繰り返すかを指定することもできま
す。
管理ユーザ インターフェイスは、ファイルを MediaSense にアップロードして着信コール処理ルー
ルを作成するために提供されます。これらの機能は、MediaSense API からは利用できません。
.mp4 ファイルは、たくさんのさまざまなコンテンツ形式を含むことができるコンテナです。
MediaSense は、ファイル コンテンツが次の仕様を満たすことを必要とします。
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• ファイルには、1 つのオーディオ トラックと 1 つのビデオ トラックを含める必要がありま
す。
• ビデオは、H.264 を使用して符号化する必要があります。
• オーディオは、AAC-LC を使用して符号化する必要があります。
• オーディオはモノラルである必要があります。
• .mp4 ファイル サイズは全体で 2GB を超えてはいけません。
上記の情報はスタジオの仕様と呼ばれます。この情報は、この目的のためにビデオ コンテンツを
作成している任意の専門スタジオに提供される必要があります。ほとんどの入手可能な消費者向
けビデオ ソフトウェア製品も、この形式を作成することができます。

（注）

ビデオ解像度と縦横比は MediaSense によって強制されません。MediaSense は、アップロード
されたファイル内で見つけた解像度はどれでも再生するので、ビデオが再生されると予想され
るすべてのエンドポイントでよく見える解像度を使用することが重要です。多くのエンドポイ
ントは必要に応じてビデオを拡大縮小できますが、できないものもあります（Cisco 9971 な
ど）。サポートされるすべてのエンドポイントとの互換性を最適にするには、標準の VGA 解
像度（640X480）を使用します。
シスコのエンドポイントは、AAC-LC オーディオ（.mp4 の標準）をサポートしていないので、
MediaSense はオーディオを AAC-LD、g.711 µlaw、および g.722 に自動的に変換します
（g.711aLaw は ViQ/VoH ではサポートされないことに注意してください）。MediaSense は、
エンドポイントと自動的にネゴシエートし、どのオーディオ コーデックが最も適しているか
を特定します。オーディオのみをサポートするエンドポイントにアップロードされたビデオを
再生するように MediaSense が要求されると、オーディオ トラックのみが再生されます。
4 GB RAM の Cisco IOS 3945E ゲートウェイは、ViQ ロード（キュー内の 120 のコール）を実
行する必要があります。ゲートウェイは、RAM が 4 GB より小さいとクラッシュします。
ビデオ再生機能は、サポートされているすべての MediaSense プラットフォームでサポートさ
れますが、一部の設定ではさまざまなキャパシティ制限があります。詳細については、ハード
ウェア プロファイル, （110 ページ）を参照してください。
MediaSense には、すぐに使えるように事前ロードされ事前設定されたサンプルのビデオが同梱さ
れています。インストールまたはアップグレードが正常に完了したら、サポート対象のエンドポ
イントまたは Cisco Jabber Video から SIP URL：sip:SampleVideo@<mediasense-hostname> に発信
してサンプル ビデオを視聴してください。

ビデオ ボイスメール用の Cisco Unity Connection との統合
Cisco Unity Connection リリース 10.0（1）以降、設定されたサブスクライバには、音声メッセージ
に加えて、ビデオメッセージを録画するオプションが提供されます。ビデオメッセージを録画す
るように設定されたサブスクライバ、およびビデオに対応した IP エンドポイントからコールする
サブスクライバには、ビデオ メッセージを録画するための追加のプロンプトが示されます。これ
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らの録音（音声およびビデオのトラック）は保存され、MediaSense から再生されます。別途、音
声のみのコピーも Cisco Unity Connection 上に残ります。
何らかの理由で Cisco Unity Connection が MediaSense からのビデオ メッセージを再生できない場
合は、ローカルに保存された音声メッセージの再生に戻ります。
これは予備的な実装であるため、次のような制約事項があります。
• 単一の専用 MediaSense ノードは 1 つの Cisco Unity Connection ノードに接続できますが、こ
こで後者は Cisco Unity Connection の単一のインスタンス、または高可用性ペアです。
MediaSense ノードは MediaSense の他の目的には使用できません。
• 拡張性は約 35 の同時ビデオ接続までに限定されます。
• Cisco 9971 および類似の電話機がサポートされ、それらは g.711 オーディオをサポートする
ように設定する必要があります。サポートされている電話機の詳細については、http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/design/guide/10xcucdgx/
10xcucdg070.html を参照してください。
Cisco Unity Connection の統合に関する詳細情報は、導入および設定手順を含めて、Unity Connection
のマニュアルで確認できます。

Finesse および Unified CCX との統合
Cisco MediaSense は、Finesse、および Unified Contact Center Express（Unified CCX）と統合されま
す。これは、デスクトップと MediaSense API の両方のレベルで行われます。
デスクトップ レベルでは、MediaSense の検索と再生アプリケーションが Finesse スーパーバイザ
のデスクトップに配置できる OpenSocial ガジェットとして動作するように適合化されています。
この構成の場合、MediaSense は Unified Communications Manager に対してでなく、Finesse に対し
て認証するように設定できます。したがって、スーパーバイザのロールが割り当てられている
Finesse ユーザは自分の Finesse デスクトップから直接、MediaSense の録音を検索および再生でき
ます。（スーパーバイザが Finesse にログインしたときに自動的に MediaSense の検索および再生
アプリケーションにログインする特別な自動サインオン機能が実装されています）。現在、録音
へのアクセスには、このログイン要件以外には制約がありません。すべての Finesse スーパーバイ
ザが、あらゆる録音にアクセスできます。
API レベルでは、Unified CCX は MediaSense の録音イベントにサブスクライブし、受信した参加
者情報を、既知のエージェントの内線と照合します。次に、すぐに、その MediaSense での録音に
agentId と teamId でタグ付けし、ICD コールの場合にはさらにコンタクト サービス キュー識別子
（CSQId）をタグ付けします。これにより、スーパーバイザはエージェントの内線番号を知らな
くても検索および再生アプリケーションを通じて、特定のエージェント、チーム、CSQ に関連付
けられた録音を見つけることができます。
この統合では JTAPI を介して Unified CCX で起動された BiB または NBR の分岐を使用します。
Unified CCX は、録音の開始を担っている、Unified CCX エージェントの録音ライセンスの管理お
よび適用も行います。ただし、その他のネットワーク録音ソース（管理対象外の BiB 分岐の電話
機や Unified Border Element ダイヤル ピア分岐ソースなど）も同じ MediaSense クラスタにメディ
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ア ストリームを送信するように設定することは可能であり、それによって音声などの Unified CCX
ライセンス カウントに負の影響がでる可能性もあります。
たとえば、Unified CCX の側で適切と判断したエージェント電話機に割り当てられる録音用ライセ
ンスが 84 あっても、他の録音ソースも MediaSense のリソースを使用するために、MediaSense が
84 個の同時録音を受け入れられない場合があります。この管理は、再生およびダウンロードな
ど、MediaSense キャパシティに影響を及ぼすいかなるアクティビティにも適用されます。Unified
CCX で管理されているもの以外のコールを MediaSense で録音できるようにする場合は、MediaSense
サーバを適切にサイジングすることが非常に重要です。
この統合に関する詳細情報は、導入および設定手順を含めて、Unified CCX のマニュアルで確認で
きます。

保留中映像およびネイティブ キューイングのための
Unified Communications Manager との統合
Unified Communications Manager Release 10.0 以降では、音声発信者向け保留音ソースに相当する、
ビデオ発信者向けの保留中映像ソースを設定できます。同じ機能が、ハント グループのメンバー
の応答を待っている発信者に録画済みのビデオを送信するために使用されます。これは、「Unified
Communications Manager ネイティブ キューイング」と呼ばれています。
MediaSense は両方の目的にビデオ メディア サーバとして使用できます。MediaSense をこのよう
に使用するには、管理者がこの製品の基本機能を使用して着信番号をアップロード済みの各種ビ
デオに割り当て、それらの着信番号に招待があったときにビデオが再生されるようにします。
Unified Communications Manager は、コールを一時的に MediaSense 上の対応する着信番号へ転送す
ることによって、これらのビデオの 1 つが再生されるようにします。
詳細については、ViQ、VoD、および VoH 機能をサポートするためにアップロードされるビデオ
, （13 ページ）を参照してください。
Unified Communication Manager のこれらの機能の設定手順については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
tsd-products-support-series-home.html で入手可能な Unified Communications Manager の該当マニュア
ルを参照してください。

Cisco Remote Expert との統合
MediaSense は次の 2 つの領域で Cisco Remote Expert 製品と統合します。
• ViQ、VoH およびビデオ IVR のビデオ メディア サーバとして機能できます。
• ビデオ コールの音声部分、またはビデオ コールの全体を記録できます。
MediaSense のビデオ メディア サーバ機能は ViQ、VoH およびビデオ IVR に対する Remote Expert
のニーズを満たします。詳細については、ViQ、VoD、および VoH 機能をサポートするためにアッ
プロードされるビデオ , （13 ページ）を参照してください。
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録音するコールは、メディア ストリームを MediaSense に分岐するように設定された Unified Border
Element デバイスを介してルーティングされる必要があります（Remote Expert 用に使用されるエ
ンドポイントのほとんどがそれ自体ではメディア分岐できないため）。「サポートされるコーデッ
ク, （25 ページ）」にリストされているすべてのコーデックがサポートされます。Unified
Communications Manager のネットワークベースの録音, （99 ページ）を参照して、お使いの Unified
Border Element で、Cisco IOS のサポートされているバージョンが動作していることを確認し、こ
の分野の複数のバグ修正を組み込むようにしてください。
Remote Expert は、録音などの検索、管理、再生のための独自のユーザ インターフェイス ポータ
ルを提供します。AAC-LD 音声通話（EX シリーズ エンドポイントを使用する場合に最も一般的）
用の既知の RTSP ベースの AAC-LD ストリーミング メディア プレーヤーがないため、それらの
コールは、再生用に .mp4 に変換してダウンロードすることだけができます。それらのコールのラ
イブ モニタリングはできません。
この統合に関する詳細情報については、導入および設定手順を含む、Remote Expert のマニュアル
を参照してください。

着信コールの処理ルール
MediaSense は、コールを受信したとき、どのような動作を行うべきかを知る必要があります。
MediaSense は、コール タイプに対して実行すべき動作を設定するさまざまなオプションを提供し
ています。次の動作が設定可能です。
• 着信コールのオーディオを録音する
• 着信コールのオーディオを録音しビデオを録画する
• 発信メディア ファイルを 1 回再生する
• 発信メディア ファイルを連続再生する
• 着信コールを拒否する
アプリケーションが Unified Border Element ダイヤル ピアによって分岐されたコールを録音する場
合、その着信番号は MediaSense を指し示すダイヤルピアの「宛先パターン」として設定されま
す。アプリケーションが Unified Communications Manager 電話機または NBR で分岐されたコール
を録音する場合、その着信番号は録音プロファイルのルート パターンとして設定されます。

コールの関連付け
MedaSense は、コールの保留/再開または転送、または 2 台の分岐された電話間のコールといった
シナリオで、複数のセッションを生成します。このように複数のセッションが生成されると、ユー
ザ（スーパーバイザなど）が単一のコールのすべての録音セッションを特定することが困難にな
ります。MediaSense 11.0 は、次のモードで生成されたセッションのコールの関連付けをサポート
します。
• Unified Communications Manager 組み込みブリッジ（BiB）分岐
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• Unified Communications Manager ネットワークベースの録画（NBR）
• Unified Border Element ダイヤル ピア
MediaSense は、1 つ以上の共通 xRefCi 値（BiB 分岐および NBR 用 Unified Communications Manager
で録音されたセッションの場合）または 1 つ以上の共通 CCID 値（Unified Border Element で録音
されたセッションの場合）を持つコールのすべてのセッションをグループ化します。
MediaSense では検索と再生アプリケーションに新規の [コールの拡張（Expand Call）] アイコンが
あり、[関連付けられたセッション（Associated Sessions）] ボックスの中でコールに関連付けられ
ているすべてのセッション（実行中のものと最近のものの両方）を閲覧、再生、ダウンロードで
きます。

アーカイブ
MediaSense を使用して、オフラインの場所に音声録音、ビデオ録画、およびビデオ メッセージの
録画をアーカイブできます。録音と録画をアーカイブするには、[MediaSense アーカイブの設定
（MediaSense Archive Configuration）] ウィンドウ（[Cisco MediaSense Administration] > [管理
（Administration）] > [アーカイブの設定（Archive Configuration）]）でアーカイブの設定を指定し
ます。その結果、録音と録画をより長時間保存でき、録音と録画が自動的にプルーニングされる
のを防ぐことができます。アーカイブの設定の詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/mediasense/products-user-guide-list.html にある『MediaSense User Guide』を参
照してください。
図 1：MediaSense アーカイブの設定

アーカイブは次の 2 つの手順で実行されます。
1 セッションを .mp4 ファイルに変換
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2 .mp4 およびメタデータ ファイルを指定した SFTP サーバにコピー
各録音と録画セッションは、.mp4 と .json の 2 つのファイルで構成されます。録音と録画の MP4
バージョンは <SessionId>.mp4 というファイル名になります。.mp4 ファイルは音声、ビデオ、ま
たはビデオ メッセージに使用できます。MediaSense データベースに保存されるメタデータの JSON
レンディションは、<SessionId>.json というファイル名になります。.json ファイルはプレーン テキ
スト ファイルなので、テキスト検索ツールを使用してこれらのファイルを検索できます。
JSON ファイル
{
"callControllerIP": "10.126.135.41",
"callControllerType": "Cisco-CUCM",
"sessionDuration": 60635,
"sessionId": "1114ead700bbd1",
"sessionStartDate": 1437428879279,
"sessionState": "CLOSED_NORMAL",
"tracks": [
{
"codec": "PCMA",
"downloadUrl":
"https://10.126.135.148:8446/mma/ExportRaw?recording=1114ead700bbd1-TRACK1",
"participants": [
{
"deviceId": "SEP58971ECCB88D",
"deviceRef": "1435",
"isConference": false,
"participantDuration": 60635,
"participantStartDate": 1437428879279,
"xRefCi": "21526569"
}
],
"trackDuration": 60635,
"trackMediaType": "AUDIO",
"trackNumber": 1,
"trackStartDate": 1437428879279
},
{
"codec": "PCMA",
"downloadUrl":
"https://10.126.135.148:8446/mma/ExportRaw?recording=1114ead700bbd1-TRACK0",
"participants": [
{
"deviceId": "SEPD0C282D1F383",
"deviceRef": "1432",
"isConference": false,
"participantDuration": 60635,
"participantStartDate": 1437428879279,
"xRefCi": "21526568"
}
],
"trackDuration": 60635,
"trackMediaType": "AUDIO",
"trackNumber": 0,
"trackStartDate": 1437428879279
}
],
"urls": {
"httpUrl":
"https://10.126.135.148:8446/recordedMedia/oramedia/mp4/1114ead700bbd1.mp4",
"mp4Url":
"https://10.126.135.148:8446/recordedMedia/oramedia/mp4/1114ead700bbd1.mp4",
"rtspUrl": "rtsp://10.126.135.148/archive/1114ead700bbd1",
"wavUrl":
"https://10.126.135.148:8446/recordedMedia/oramedia/wav/1114ead700bbd1.wav"
}
}
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アーカイブ ディレクトリの構造
MediaSense アーカイブ ディレクトリの構造は、録音と録画の日付に基づきます（<yyyymmdd> 形
式）。MediaSense は毎日ディレクトリを作成し、時間順に録音と録画をアーカイブします。
ディレクトリ：/home/sftp/<hostname>/<yyyymmdd>
内容：各録音と録画用の 2 つのファイルのためにディレクトリ 20150612 が作成されます。
-rw-rw-r-- 75860 Jun 12 03:56 314de63e83471.mp4
-rw-rw-r-- 1209 Jun 12 03:56 314de63e83471.json

ファイルの日時はセッションがアーカイブされた日時を示します。
“314de63e83471” は SessionId です。これは、セッション用にシステムによって生成された、すべ
ての MediaSense サーバで一意の ID です。

Unified Communications Manager のネットワークベースの
録画
Unified Communications Manager のネットワークベースの録画（NBR）を使用すると、ゲートウェ
イを使用して通話を録音できます。NBR によって、Unified Communications Manager はデバイス、
場所、地域に関係なく、通話録音をルート指定できます。NBR では、通話録音のメディア ソース
は、IP フォンまたは SIP トランクを介して Unified Communications Manager に接続されたゲート
ウェイから提供されます。Unified Communications Manager は、コール フローおよびコール参加者
に基づいて、動的に適切なメディア ソースを選択します。
MediaSense は、Unified Border Element を使用して IP 間メディア分岐に対して Unified Communications
Manager NBR をサポートしています。

（注）

MediaSense は、TDM から IP へのメディア分岐と Unified CVP によって処理されたコールに対
する NBR はサポートしていません。
NBR 用の Unified Communications Manager の設定では、特に通話録音のために NBR または BiB の
推奨送信元を使用するように電話機が設定されている場合に、フォールバック機能が提供されま
す。Unified Communications Manager はプリファレンスに従うよう努めますが、優先録音をできな
い場合は、自動的に代替機にフォールバックします。したがって、発信者とエージェントの視点
の両方を録画するように電話機を簡単に設定できます。NBR 優先録画では、すべてのコールが
NBR を使用してルータから分岐されます。ただし、エージェント対エージェントのコンサルト
コールは BiB によっても録画されます。NBR と BiB の両方が xRefCi 形式の録音セッション識別
を使用しているので、これらのコール セグメントはすべて一緒に関連付けることができます。
NBR が推奨の分岐機能です。これは次の利点を提供します。
• NBR は、ネットワークベースの Unified Border Element の録音と単純な BiB 分岐の両方を提
供します。
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• 個別の録音設定が必要ないため、サービス統合型ルータ（ISR）が利用できない場合、NBR
は BiB に自動フォールバックを提供します。これは、Unified Border Element でコンサルト
コールを録音できず、BiB を別途有効にする必要があるため、お客様がエージェント対エー
ジェントのコンサルト コールを録音ポリシーに含める必要がある場合に便利です。
• NBR コールと BiB コールの両方を Unified Communications Manager JTAPI から利用できる
xRefci を使用して関連付けることができます。CISCO-GUID は必要ありません。つまり、CTI
サーバまたは CTIOS 接続が必要ないことを意味します。
• 単一の相関 ID が存在するため、コンポーネント間の相関関係はさらに強力になり、コール
フローに関係なく同じ方法で実行できます。
• NBR を使用すると、TDM ゲートウェイの録音はルータのキャパシティを分割することなく
自動的に使用されます。

（注）

MediaSense は TDM ゲートウェイの録音をサポートしています。

• NBR を使用すると、直接およびダイヤラにより開始された発信コールを他のソリューション
のコンポーネントのアピアランスに関連付けることができます。
表 1：NBR、BiB、および Unified Border Element ダイヤル ピア分岐の違い

NBR 分岐
メディア分岐

BiB 分岐

Unified Border Element ダイ
ヤル ピア分岐

ISR から MediaSense にメ 電話機から MediaSense ISR から MediaSense にメ
ディア ストリームを送信 にメディア ストリーム ディア ストリームを送信
します
を直接送信します
します
（ネットワーク帯域幅
要件がある場合に重
要）

SIP シグナリン Unified Communications
Manager から MediaSense
グ
へ

Unified Communications
Manager から
MediaSense へ

ISR から MediaSense へ

メディア タイ
プ

音声メディアのみ分
岐。

オーディオ メディアとビ
デオ メディアの両方を分
岐。

音声メディアのみ分岐。

Unified Communications コールが電話機に到達しな
IVR インタラク Unified Communications
Manager の電話機に到達す Manager の電話機に到達 くても、コールと IVR イ
ションの録音
るコールを録音します。 するコールを録音しま ンタラクションを録音しま
す。
す。
録音の視点

発信者の視点からコール
を録音します。

分岐電話機の視点から
コールを録音します。

発信者の視点からコールを
録音します。
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NBR 分岐

BiB 分岐

Unified Border Element ダイ
ヤル ピア分岐

保留/再開および転送時に
コールの新しいセッショ
ンがトリガーされます。
Unified Communications
Manager 10.0 以降では、メ
ディアを分岐する電話機
ではない遠端電話機から
コールが転送される場合
に新しいセッションもト
リガーされます。

保留/再開および転送時
にコールの新しいセッ
ションがトリガーされ
ます。Unified
Communications Manager
10.0 以降では、メディ
アを分岐する電話機で
はない遠端電話機から
コールが転送される場
合に新しいセッション
もトリガーされます。

コーデックがコールの存続
期間中に変化する場合を除
き、コール全体が単一の
セッションとして常に録音
されます。

コールの相関関 当該コールのさまざまな
係
セグメントの Unified
Communications Manager
コール ID と一致する
xRefCi 値を持つセッショ
ンを MediaSense で検索す
る必要があります。この
値は、Unified
Communications Manager
JTAPI および Unified
Communications Manager
CDR の記録から入手でき
ます。

当該コールのさまざま
なセグメントの Unified
Communications Manager
コール ID と一致する
xRefCi 値を持つセッ
ションを MediaSense で
検索する必要がありま
す。この値は、Unified
Communications Manager
JTAPI および Unified
Communications Manager
CDR の記録から入手で
きます。

当該コールの Cisco-GUID
と一致する CCID 値を持つ
セッションを MediaSense
で検索する必要がありま
す。

保留/再開また
は転送時にコー
ルを単一のセッ
ションとして録
音するかまたは
複数のセッショ
ンとして録音す
るか

NBR は次の問題を解決しません。
• 両方のエージェントで録音が有効になっているときの、エージェント対エージェントのコン
サルト コールにおける不要な重複録音。
• Unified Communications Manager 10.0 以降では、コールは複数の録音セッションに分裂し、数
が増えます。
次の場合は NBR は推奨されません。
• IVR アクティビティの録音（Unified Border Element ダイヤル ピア分岐が必要）
• 分岐されたビデオの録音（Unified Border Element ダイヤル ピア分岐が必要）
• 顧客が Unified Communications Manager 10.0 へのアップグレードを希望しない場合
• 顧客が Unified Communications Manager の代わりに他のコール コントローラを使用する場合
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Finesse AgentInfo ガジェット
Finesse AgentInfo ガジェットは、エージェントの姓名、ログイン ID、ログイン名を含むエージェ
ント情報、およびエージェントが使用する内線番号を Finesse から MediaSense へ伝達します。ガ
ジェットは Finesse Agent デスクトップで設定され、プライマリおよびセカンダリ MediaSense ノー
ドの両方でホストできます。ただし、同時に実行することはできません。
エージェントが有効な Finesse クレデンシャルで Finesse デスクトップにログインすると、ガジェッ
トは MediaSense サーバにログインします。

（注）

ガジェットのログインが失敗した場合、ガジェットは3分ごとに無制限に再試行します。無効
なクレデンシャルによるログインを除くすべての失敗において、ログインが再試行されます。
ガジェットは、エージェントのデスクトップ上にタイトルおよびフレームとして存在します。ガ
ジェットは、エージェントには見えない次の機能を実行します。
• START アクション
• KEEPALIVE アクション
• STOP アクション
これらのアクションの結果、MediaSense はエージェントの詳細やログイン内線番号を確認し、エー
ジェントがログインおよびログアウトした時刻を追跡します。これにより、ブラウザの障害時で
あっても MediaSense は正確なデータを保持できます。

エージェント情報
[MediaSense 検索と再生（MediaSense Search and Play）] で、検索結果にエージェント情報を表示で
きます。この情報には、複数のトラックの録音セッションに関連付けられるエージェントのログ
イン ID、ログイン名、姓名が含まれます。[MediaSense の管理（MediaSense Administration）] > [検
索と再生の設定（Search and Play Configuration）] を使用して、検索結果のエージェント情報に表
示されるパラメータを選択または選択解除できます。詳細については、http://www.cisco.com/c/en/
us/support/customer-collaboration/mediasense/tsd-products-support-maintain-and-operate.html にある『Cisco
MediaSense User Guide』を参照してください。
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章

サポートされるコーデック
• 基本的な録画, 25 ページ
• ビデオ メッセージ, 27 ページ
• アップロードされたビデオ, 27 ページ

基本的な録画
MediaSense は、次の録音コーデックに対応しています。
• 音声
• g.711 µLaw と aLaw
• g.722
• g.729、g.729a、g.729b
• AAC-LD（別名 MP4A/LATM）
• h.264 エンコーディングのビデオ

（注）

MediaSense は次をサポートしています。
• g.711 および g.729 コーデックで 20 ミリ秒のフレーム サイズ
• g.711 コーデックで 40 ミリ秒のフレーム サイズ

既製のストリーミング メディア プレーヤーは通常 AAC-LD、g.722、g.729 コーデックをサポート
していませんが、搭載されている検索および再生アプリケーションの組み込みメディア プレー
ヤーは g.722 または g.729 をサポートできます。ただし、このメディア プレーヤーは、一般に入
手可能なメディア プレーヤーと同様に AAC-LD をサポートできません。AAC LD ベースの録音は
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.mp4 または .wav 形式に変換して、ダウンロード ファイルとして再生する必要があります。AAC-LD
を使用した会話は、ライブ モニタリングできません。
Unified Communications Manager と Unified Border Element のいずれも、MediaSense との完全なコー
デック ネゴシエーションを実行しません。これらは会話のエンドポイント間のコーデックを最初
にネゴシエーションしてから、MediaSense への接続を開始します。これらが MediaSense でサポー
トされていないコーデックを選択する場合、コールは録音されません。
したがって、録音する必要のあるすべての電話機については、その電話機に対して MediaSense が
サポートするコーデックが選択されるように設定することが重要です。
Unified Communications Manager 録音の場合は、新しい一部の Cisco IP Phone で iLBC または iSAC
をサポートしています。そうした電話機の場合、Unified Communications Manager はこれらのコー
デックを優先的にネゴシエートする場合があります（可能な場合）。ただし、MediaSense はこれ
らのコーデックを受け入れないため、録音が有効になっているデバイスに対しては、Unified
Communications Manager のサービス パラメータ設定でこれらのコーデックを無効にする必要があ
ります。
MediaSense は、会話が Unified Border Element デバイスを通過するときに EX-90 デバイスと SX-20
デバイス間の Telepresence コールの音声部分とビデオ部分を記録できます。ただし、g.711（aLaw
または µLaw）、g.722、または AAC-LD のコーデックを使用するように、これらのエンドポイン
トを設定する必要があります。
通話中のコーデック変更はコールフローアクティビティに基づいて実行されることがあります。
それが最も顕著になるのは、初期招待時にネゴシエーションされたものとは異なるコーデック要
件がある電話機で、コールが転送されるか会議が行われる場合です。通話中のコーデック変更は、
g.711 の音楽を再生する VXML ゲートウェイでコールがキューに入れられてから次に g.729 エー
ジェントに送信されることがある CVP ベースのコンタクト センター導入で特に一般的です。
通話中のコーデック変更の結果は、分岐メディアを提供しているのが Unified Border Element か
Unified Communications Manager かによって異なります。Unified Communications Manager（BiB ま
たは NBR）での分岐の場合、いったん録音コーデックが確立されると変更できません。リモート
の通話相手が事前に選択されたコーデックを受け入れられない電話機にコールを転送した場合、
Unified Communications Manager は録音コーデックが一定に保たれるように、2 台の電話機間にト
ランスコーダを挿入しようと試みます。トランスコーダが使用できない場合、UnifiedCommunications
Manager が転送されたコールをドロップし、録音を終了します。
Unified Border Element ダイヤル ピア ベースの分岐では、コーデックの変更が可能です。その場
合、MediaSense は既存の録音セッションを終了し、新しいコーデックを使用して新しい録音を開
始します。会話は、sessionId が異なり、同一の CCID コール識別子を共有する、連続した 2 つの
セッションの形式で MediaSense に表示されます。

（注）

通話中のコーデック変更は、ダイレクト受信コールまたはダイレクト発信コールではサポート
されていません。
Unified Border Element 録音と Unified Communications Manager 録音ではいずれの場合も、セッショ
ンの 2 つのオーディオ トラックに異なるコーデックを割り当てることはできません。
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ビデオ メッセージ
ビデオ ボイスメール メッセージ（Unity Connection との統合によって使用）は、g.711 uLaw また
は aLaw と h.264 ビデオを使用して Cisco 9971（または類似の）電話機だけで機能するように設計
されています。これらのメッセージは、これらのコーデックとメッセージが記録されたビデオ解
像度をサポートする電話機でのみ再生できます。互換性のない電話がビデオ対応のメールボック
スに到達しても、メッセージのビデオ部分は発信者に表示されません。サポートされている電話
機の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/design/guide/
10xcucdg070.html を参照してください。

アップロードされたビデオ
アップロードするビデオは、映像に h.264、音声に AAC-LC を使用した .mp4 形式で提供する必要
があります（次の的確なスタジオの仕様を参照してください）。音声はストリーミング再生用に、
AAC-LD、g.711 µLaw（aLaw ではない）、g.722 に変換されます。ほとんどのメディア プレーヤー
（MediaSense に搭載のものを含む）とほとんどのエンドポイント（Cisco 9971 ビデオ電話機、
Jabber ソフトフォンと Cisco EX-60 および EX-90 Telepresence エンドポイントを含む）は、これら
の形式の少なくとも 1 つを再生できます。
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メタデータ データベース
MediaSense は、記録されたセッションに関する大量の情報を含むデータベースを保持します。デー
タベースは、プライマリサーバとセカンダリサーバに冗長的に保存されます。データには次のも
のがあります。
• 各種トラック、参加者、コールおよびセッション ID
• タイム スタンプと期間
• リアルタイムのセッション状態
• さまざまな形式の録音をストリーミングおよびダウンロードするための URI
• 録音済みファイルが保存されるサーバ アドレス

タグ
上記の情報とともに、MediaSense は各セッションのタグを保存します。
タグは、クライアントが Web 2.0 API を使用して指定して個別のセッション、また任意でそれら
のセッション内の特定のタイム オフセットに関連付けることができる簡潔な任意のテキスト文字
列です。時限セッション タグは、何か重大事が起こった場合、たとえば発信者が感情的になった
りエージェントが誤った情報を与えたときなどに、時間内のポイントを特定する場合に役立ちま
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す。非時限セッション タグは、コンタクト センターのエージェント ID などのセッション全体に
適用できる注記を添付したり、一部のセッションを他のセッションに関連してマークを付けたり
分類するために使用できます。
MediaSense は、特定のアクションがセッション中に発生したり（一時停止や再開など）、メディ
アの非アクティビティ状態が SIP シグナリングによって報告されたとおりに変化した場合にマー
クを付けるタギング機能も使用します。これらはシステム定義のタグと呼ばれます。
ほとんどのタグがセッション全体に関連付けられる一方で、メディアの非アクティビティ状態変
更タグはセッションの特定のトラックに関連付けられます。

MediaSense API
MediaSense API はメタデータ データベース内の情報を検索、取得するための多数の手段を提供し
ます。認証されたクライアントは、自動プルーニング機能によって削除されたすべてのセッショ
ンや、特定の文字列でタグ付けされた特定時間範囲内のすべてのセッションを検索するなどの単
純なクエリを実行します。API は、結果セットのうちから選択されたサブセットだけ返すソート
およびページング方式を含めて、より複雑なクエリもサポートしています。
API は、MediaSense のその他の多数の機能へのアクセスも提供します。イベントのサブスクライ
ブ、ディスクストレージの管理、進行中の録音セッションの操作、不要な非アクティブセッショ
ンの削除とそのリソースの回収、.mp4 や .wav への変換などの処理の呼び出しに API を使用しま
す。時間のかかる処理は、リモート バッチ ジョブ制御機能によってサポートしています。API に
ついては、http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/mediasense/
products-programming-reference-guides-list.html にある『Cisco MediaSense Developer Guide』で詳細に
説明されています。
MediaSense API によるやるとりは、すべて HTTPS 上で実行されるため、クライアントは認証され
る必要があります。要求のタイプによって、クライアントは POST または GET メソッドを使用し
ます。応答本文は、常に JSON 形式で送信されます。HTTP バージョン 1.1 が使用され、要求と要
求の間も TCP リンクの接続状態を維持できます。最適なパフォーマンスを得るため、クライアン
トもそのように作成する必要があります。
API 要求はプライマリ サーバまたはセカンダリ サーバを宛先とすることができますが（クライア
ントは各サーバに個別に認証を受ける必要あり）、サーバから取得した HTTP セッション ID を指
定する必要があります。

イベント
MediaSense のイベント機能は、サーバベースのクライアントに対し、それらに関連したアクショ
ンが実行されるとただちに通知します。次のタイプのイベントがサポートされます。
• セッション イベント：録音セッションが開始、終了、更新、削除、またはプルーニングされ
た場合。
• タグ イベント：録音されたセッションにタグが付加または削除された場合。
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• ストレージしきい値イベント：ディスクの占有領域が事前設定された特定のしきい値をまた
いで増加または減少した場合。
セッション イベントは、セッションの現在の状態に関する重要な情報を提供します。たとえば、
クライアントはこれらのイベントで提供される URI を使用して、監査役またはコンタクト セン
ターのスーパーバイザにリアルタイム モニタリングおよび制御ボタンを提供できます。クライア
ントは、録音する必要がないと判断したセッションを（事後的に）削除して、（コンプライアン
ス録音と対照をなす）一種の選択的録音を実行する場合もあります。
タグ イベントは、一種のクライアント間通信として使用されます。セッションにあるクライアン
トがタグ付けすると、他のすべてのサブスクライブしているクライアントにそのことが通知され
ます。
ストレージのしきい値イベントを利用して、サーバベースのクライアント アプリケーションで
ディスク使用率を管理することができます。そのクライアントは、これらのイベントをサブスク
ライブしておき、独自のルールに照らして（必要に応じて）選択的に古い録音を消去します。た
とえば、クライアントは、選択したセッションに保存用としてタグ付けしておき、しきい値イベ
ントを受信したときに、その保存用タグ付けしたもの以外で、特定の日付より古いセッションを
削除することができます。
イベントは、JSON 形式のペイロードが書き込まれ、Symmetric Web Services プロトコル（SWS）
を使用してクライアントに送信されます。これは、本質的には事前定義された HTTP 要求のセッ
トで、MediaSense からクライアントに送信されます（HTTPS はイベント送信では現在サポートさ
れていません）。
クライアントは、イベント通知にサブスクライブする場合、目的のイベントのタイプまたはカテ
ゴリのリストと、MediaSense がイベントの通知先とすべき URL を渡します。任意の数のクライア
ントがサブスクライブでき、他の受信者に代わってサブスクライブすることも可能です（つまり、
サブスクライブするクライアントはイベント受信者として自身以外のホストを指定する場合があ
ります）。唯一の制限は同じ URL に複数のサブスクライブを行えないことです。
イベントは常に、プライマリサーバかセカンダリサーバによって生成されます。両方が配置され
る場合、各イベントはどちらか片方のサーバでのみ生成され、両方で生成されることはありませ
ん（高可用性に影響するため）。お客様はイベント送信の 2 種類のモード（信頼性を優先するか
利便性を優先するか）から 1 つを選択する必要があります。

Unified Border Element と Unified Communications Manager
のメタデータの違い
全体レベルとして、MediaSense によってキャプチャされたメタデータは、コール コントローラに
依存しません。それぞれの録音は、1 つ以上のセッションで構成され、各セッションはセッショ
ン ID を持っています。また、セッションは、関連したトラック、参加者、タグ、URI を持つこと
ができます。ただし、MediaSense との SIP レベルの対話の詳細は、いくつかに分かれています。
それはコールが Unified Border Element ダイヤル ピアまたは Unified Communications Manager 録音
設定のどちらによって制御されているかに依存しています。この相違のため、MediaSense クライ
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アントが監視するメタデータ内およびそれらが受信するリアルタイム イベント内でいくつかの差
異が生じます。
• 1 つ目の差異は、トポロジにあります。Unified Communications Manager 録音の場合、録音用
の SIP ダイアログは、Unified Communications Manager から取得されます。Unified Border
Element ダイヤル ピア録音の場合、録音用の SIP ダイアログは Unified Border Element 自身か
ら取得されます。そのため、参加者が特定される方法と、参加者がメディア トラックに関連
付けられる方法は異なります。
• メタデータのより大きな違いはコール中のアクティビティから生じます。たとえば、保留と
再開によって、Unified Communications Manager が管理するコール用に新しいセッションが開
始されますが、Unified Border Element ダイヤル ピアが管理するコール用にはトラック レベル
のタグが挿入されます。分岐電話の転送は、Communications Manager 録音上の録音セッショ
ンを終了しますが、そのような動作は、Unified Border Element コールでは不可能です。
• 会議の検出も、大きく異なります。Unified Communications Manager では、このアクションは
参加者が更新されているコンファレンス ブリッジへの転送として見なされ、メタデータ フ
ラグはそれをコンファレンスとして識別します。Unified Border Element ダイヤル ピア録音で
も、そのアクションは転送として見なされますが、メタデータ フラグはサポートされず、参
加者のデータは不安定で、信頼性がありません。
• もう 1 つの違いは、コールの相関関係に関連します。Unified Communications Manager と Unified
Border Element はコールを識別するために異なる方式を使用します。
シンプルなアプリケーションのクライアントは、コール コントローラの種類に依存しませんが、
より高度なクライアントは通常、コールが Unified Border Element よって管理されているのか、そ
れとも Unified Communications Manager よって管理されているのかを確認する必要があります。
次の URL にある『Cisco MediaSense Developers Guide』には、Unified Border Element 導入と Unified
Communications Manager 導入の違いに関する詳細な説明があります。 http://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/mediasense/products-programming-reference-guides-list.html
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ディスク領域の管理
録音デバイスでは、ディスク領域は重要なリソースです。MediaSense では、さまざまな（競合す
る場合もある）領域管理のニーズを満たすように設計された多くの機能が提供されます。
MediaSense にはメディア ファイルを保存するための 2 つのディスク パーティションがあります。
一方は録音されたメディア用で、もう一方はアップロードされたメディア用です。前者は会話の
連続録音と再生のために使用され、後者（通常はかなり小規模です）は ViQ、VoD、および VoH
用に使用されます。ビデオ ボイスメール グリーティングは、録音されたメディアとともに保存
されます。両方のパーティションには、インストール時に自動的に最小サイズが割り当てられ、
必要に応じて追加の領域が割り当てられる場合があります。
アップロードされたメディアのパーティションは、管理者によって完全に管理される必要があり
ます。使用中の容量と使用可能な容量の記録、要らないビデオの手動削除や必要に応じた新しい
ストレージの追加は管理者の仕事です。単一のアップロードされた .mp4 ファイルに必要なスト
レージ容量はファイルのサイズと同等でないことに注意してください。MediaSense は複数の形式
へのアップロード時に自動的に変換を行い、クラスタ内のすべてのノードに分散します（発信者
が要求したときに適切なビデオが適切なノード上ですぐに再生できるようにするため）。特定の
ビデオが占める領域を測定する唯一の方法は、そのビデオをアップロードし、準備ができるまで
待ってから、[メディア パーティションの管理（Media Partition Management）] ページを確認して
どのくらい領域が使用されたかを確認することです。
録音されたメディアのパーティションは、はるかに動的であり、MediaSense によって自動的に管
理するか、または MediaSense API クライアント アプリケーションによって明示的に管理できま
す。
録音されたメディアのパーティション
ハイ レベルで、2 つの領域管理動作モードが使用可能です。
• 録音プライオリティ：古い録音よりも新しい録音の方が重要なお客様向けです。
• 保存プライオリティ：新しい録音よりも古い録音の方が重要なお客様向けです。
録音プライオリティ モードでは、MediaSense は録音が設定可能な日数を経過した場合、または
使用可能なディスク領域のパーセンテージが危険レベルまで下がった場合に自動的にプルーニン
グを行います。
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保存プライオリティ モードは、メディアの保存に重点を置き、MediaSense はいかなる理由でも
録音を自動的にプルーニングしません。
どちらのモードでも、MediaSense は現在進行中のコール用に領域を残しておく必要がある場合に
新しいコールの受け入れを停止します。影響を受けるコールは、他の MediaSense 録音サーバ（使
用可能な場合）に自動的にリダイレクトされます。
保存プライオリティの動作
• 自動プルーニングは実行されません。
• サーバが警告状態（75 %）になると、アラームが発生します。
• サーバがクリティカル状態（90 %）になると、新しいコールをリダイレクトします。
• サーバが緊急状態（99 %）になると、実行中の録音を廃棄します。
• サーバがクリティカル状態を脱する（87 % より下がる）と、新しいコールを取得し始めま
す。
録音プライオリティの動作
• 経過時間に基づく自動プルーニングが実施されます。設定可能な日数より古い録音は自動
的にプルーニングされます。
• サーバが警告状態（75 %）になると、アラームが発生します。
• サーバがクリティカル状態（90 %）に達すると、古い録音（経過時間しきい値より新しく
ても）がプルーニングされ、新しい録音用の領域が作成されます。
• サーバが緊急状態（99 %）になると、新しいコールをリダイレクトし、進行中の録音を廃
棄します。
• サーバが緊急状態を脱する（97 % より下がる）と、新しいコールを取得し始めます。
自動プルーニングは、生の録音ファイルにのみ適用されます。管理オプションを使用して、
MediaSense が廃止予定の convertSession API を使用して作成された .mp4 録音と、プルーニングさ
れた録音に関連するメタデータを自動的に削除するかどうかを決定できます。このオプションが
有効でない場合、API クライアントはこれらの削除に関して責任を負う必要があります（mp4url
または wavUrl 機能によって動的に作成される .mp4 および .wav ファイルは、システムによって
自動的にクリーンアップされますが、API クライアントはそれらに関して責任を負う必要はあり
ません）。
クライアントには、ディスク使用率を直接管理するオプションもあります。MediaSense は、スト
レージ レベルがより危険なレベルに達するとより積極的なアクションを実行しますが、各段階
が開始または終了すると、イベントを登録済みクライアントに発行します。これらのイベント
は、領域管理アクションが必要なときにクライアントに通知します。MediaSense API には、録音
を削除するために使用するいくつかのオプションがあります。クライアントの介入なしで実行さ
れるカスタマイズされた一括削除操作を発行するオプションなどがあります。
古い録音されたセッションを明示的に削除する機能は、サーバベースのクライアントによって実
行される自動処理に限定されません。お客様は手動の手法を取ることができます。たとえば、古
い録音に関する適切なメタ情報を取得して表示する Web ページの設計や、削除してもよいと見
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なされた録音を管理者が選択的に削除できるようにするなどがあります。この Web ページは、
サーバベースのクライアントが使用するのと同じ API を使用します。
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システムの復元力とオーバーロード スロッ
トリング
MediaSense は、自身のパフォーマンスに関する多くのメトリックおよび統計情報を記録し、特定
のしきい値を超えた場合にアラームを発します。また、キャパシティ制限を超える場合は要求を
拒否して自身を保護します。ノードがキャパシティに達すると、新しい録音は他のノード（存在
する場合）にリダイレクトされるか、または拒否され、失われます。
録音は常に最優先の動作として考慮されるため、MediaSense は、録音のために一定のキャパシ
ティを予約し、メディア出力要求を拒否するものの、新しい録音要求は引き続き受け入れます。
メディア出力要求（ライブ モニタリング、再生、raw ダウンロード、.mp4 または .wav ファイル
変換など）は、ノードがキャパシティに達すると 503 応答となります。
オーバーロード スロットリングについては、さまざまなメディアの相対的重みも考慮されます。
たとえば、ビデオはオーディオよりも非常に多くのキャパシティを使用します。
ただし、これらはオーバーロード保護方法のみで、ライセンスされているか、または評価されて
いるキャパシティに適用されるものではありません。これらは製品がテストされたレベルを反映
し、MediaSense ノードが自身を保護できるように、また、過度な酷使の場合は適切なサービス抑
制を提供できるようにします。

（注）

評価されるノード全体およびクラスタの容量を超えないようにするのは、結局のところ導入を
設計するお客様の責任です。
MediaSense は、メディア ストレージ容量についても、自身を保護します。このとき、既存の録
音の整合性を維持するために、アラームを発し、新しいコールを他のノード（使用可能な場合）
にリダイレクトし、スペースを確保するために古い録音をプルーニングし（許可されている場
合）、さらに最後の手段として既存のコールを廃棄する場合があります。
Real Time Monitoring Tool（RTMT）は、各ノードの使用レベルおよびスロットリング アクティビ
ティに関する大量の統計情報を提供します。
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MediaSense に固有の導入モデル
• サポートされているサーバ モデル, 39 ページ
• システムの拡張, 42 ページ
• Unified Communications Manager Session Management Edition の展開, 42 ページ
• 仮想マシン構成, 44 ページ
• 地理的な仕様, 48 ページ

サポートされているサーバ モデル
MediaSense は、次のいずれかで動作している VMware ハイパーバイザ上にのみ導入できます。
• ファイバ チャネル接続された SAN ストレージ（少なくとも最初の 2 台のディスク用）また
は直接接続されたハード ディスク ドライブを備えた Cisco B シリーズまたは Cisco C シリー
ズのサーバ
• Cisco ISR-G2 ルータ内で動作している UCS-E モジュール
• （記載された最低パフォーマンスを要件とする）その他のサーバ（バージョンとモデル番号
については、後述する「互換性マトリクス」を参照）。
C シリーズ サーバを注文する場合、バッテリ バックアップまたは Super Cap RAID コントローラ
のオプションを含める必要があります。これらのいずれかがないか、運用不能の場合、書き込み
キャッシュはこれらのコントローラで無効になります。書き込みキャッシュが無効の場合、書き
込みのスループットが大きく低下します。（詳細なディスクの要件については、「互換性マトリ
クス」を参照）。
プライマリ サーバとセカンダリ サーバは、同一のハードウェアに基づいているか、少なくとも
CPU 速度とディスク I/O スループットが同一の仕様である必要があります。また、VMware ESXi
の同じバージョンを使用している必要があります。どのような非対称性も、一方のまたは他方の
サーバでのデータベース遅延を引き起こします。拡張サーバは、同一のハードウェア上で稼動し
ている必要はありません。
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サーバ タイプ
MediaSense は必要なキャパシティと冗長性の程度に応じて、最大 5 台のラックマウント サーバま
たは最大 2 つの UCS-E モジュールに展開されます。（「サーバ」は仮想マシンを示し、必ずしも
物理マシンではありません）。サーバには次の 3 種類があります。
• プライマリ（必須）：すべてのデータベース操作とメディア操作をサポートします。
• セカンダリ（オプション）：すべてのデータベース操作とメディア操作をサポートします。
データベースに高可用性を提供します。
• 拡張（オプション）：メディア操作に対し追加のキャパシティを提供しますが、データベー
ス操作は対象外です。拡張サーバは 7-vCPU 導入でのみ使用され、UCS-E モジュール導入で
は使用されません。
次の図に、プライマリのみの導入モデルを示します。
図 2：プライマリのみの導入モデル
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データベースの冗長性を必要とするお客様は、セカンダリ サーバを導入できます。
図 3：セカンダリ サーバの導入モデル

追加の録音キャパシティが必要な場合は、拡張サーバを導入します。
図 4：拡張サーバの導入モデル

（注）

拡張サーバは完全な 7-vCPU テンプレートを使用していない導入ではサポートされません。
すべてのサーバ（UCS-E サーバを含む）は、同じインストールされたソフトウェアを実行してい
ます。機能とキャパシティが異なるだけです。プライマリ サーバは常に最初にインストールされ
るサーバで、インストールプロセス中にプライマリサーバと識別されます。セカンダリおよび拡
張サーバは、これらのノードの最初の Web ベースのセットアップ プロセス中に識別されます（イ
ンストールが完了した後）。
録音は最初にメディアをキャプチャしたサーバに接続されたディスクに常に保存されます。
UCS-E ベースの 2 サーバ クラスタは、同一の ISRG2 ルータに両方のブレードを接続して配置する
ことも、または 2 台の ISRG2 ルータそれぞれに 1 つのブレードを接続して配置することもできま
す。後者のブレードが障害分離の観点から一般的に優先されますが、必須ではありません。
MediaSense クラスタは、UCS-E ベースまたはラックマウント サーバ ベースである必要がありま
す。両者を組み合せて構成することはできません。
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システムの拡張
システム キャパシティを拡張する理由は 2 つあります。より多くの同時コールを処理できるよう
にするためと、録音の保存期間を延長するためです。
より多くのコールに対応できるようにすることが目的の場合は、クラスタにノードを追加するこ
とができます。各ノードは、同時アクティビティ キャパシティ（より多くのパラレル録音、モニ
タリング、ダウンロードおよび再生アクティビティを実行する機能）とストレージ容量の両方を
追加します。サーバはクラスタにいつでも追加できますが、クラスタからサーバを削除する機能
はありません。
クラスタが最大サイズ（7 つの vCPU システムの場合は 5 ノード、その他は 2 ノード）に達した場
合は、新しいクラスタを追加することが唯一のオプションです。その場合は、ほぼ等しい数のノー
ドを持つクラスタを配置する必要があります。それが不可能な場合は、各クラスタにほぼ同じ数
のコールが分配されるように、コール分配を設定する必要があります。この場合、容量の大きい
方のクラスタは十分に活用されない状態となります。詳細については、Unified Communications
Manager Session Management Edition の展開, （42 ページ）を参照してください。
クラスタに追加したノードを削除する機能はありません。
録音の保存期間を延長するのが目的の場合は、2 つのオプションがあります。前述のようにノー
ドを追加するか、または、ノード 1 つにつきより多くの記憶域をプロビジョニングできます。基
盤となるハードウェアでサポートできる場合、各ノードは録音用ストレージを最大 12 TB まで処
理できます。SAN での UCS-B/C サーバではストレージ容量を簡単に処理することができますが、
ダイレクト アタッチド ストレージ（DAS）を使用したサーバとローエンド UCS-E サーバでは制
限があります。
クラスタ内のノードと同様に、インストール後はノードからストレージ容量を削除する機能はあ
りません。

Unified Communications Manager Session Management Edition
の展開
Unified Communications Manager Session Management Edition（Unified CM SME）環境では、特定の
MediaSense クラスタで録音されるすべての電話機が同じ SME リーフ クラスタに含まれている必

Cisco MediaSense 設計ガイド リリース 11.0(1)
42

MediaSense に固有の導入モデル
Unified Communications Manager によって管理されるコール

要があります。異なるリーフクラスタの電話機を録音する必要がある場合は、次に示すように別
個の独立した MediaSense クラスタを展開する必要があります。
図 5：Unified CM SME の展開

この図は、MediaSense クラスタが Unified CM SME Manager クラスタではなく Unified CM SME
リーフクラスタにどのように接続される必要があるかを示します。この図は、サポートされる配
置である別個の MediaSense クラスタに接続しているリーフ クラスタも示しています。

Unified Communications Manager によって管理されるコール
Unified Communications Manager の組み込みブリッジまたはネットワークベースの録画の場合は、
特定の電話機がある特定の MediaSense クラスタでのみ録音されるように MediaSense クラスタ間
で電話機を分ける必要があります。その録音は別のクラスタ内のサーバによってキャプチャされ
ることはありません。（ただし、サイト障害などの場合に備えて、フル クラスタ フェールオー
バーのオプションがあります。High Availability, （77 ページ） を参照してください）。
一部の導入では、SME ネットワークで互いに結合している可能性がある複数の Unified
Communications Manager クラスタが 1 つまたは少数の MediaSense クラスタを共有する必要があり
ます。この配置では、異なる Unified Communications Manager クラスタからの 2 つのコールが
MediaSense に到達したときに xRefCi 値の同一ペアを伝送する可能性があります。これにより、こ
れら 2 つのコールが正しく録音されなかったり、まったく録音されない場合があります。（この
ような競合の統計的確率は非常に低いので考慮する必要はありません）。したがって、この配置
は完全にサポートされます。
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発信コールを特定の電話番号に行いその録音を開始するよう MediaSense に要求する startRecord
API 機能をアプリケーションが使用する場合は、単一の Unified Communications Manager ノードの
みをこのタイプの発信コールのコール コントローラとして設定できます。

Unified Border Element ダイヤル ピアによって管理されるコール
Unified Border Element の録音では、状況はより柔軟です。1 つ以上の Unified Border Element シス
テムが 1 つ以上の MediaSense クラスタに分岐されたメディアを方向付けできます。コール識別子
の衝突が発生する可能性はありません。なぜなら、MediaSense は Unified Border Element の
Cisco-GUID をこの目的に使用し、その GUID はグローバルに一意なためです。
MediaSense クラスタは負荷を互いに共有しないため、Unified Border Element は録音招待とともに
負荷を分散させる必要があります。各ピアが新しい各コールでランダムに選択されるように複数
の録音ダイヤル ピアを異なるクラスタに設定することで、各 Unified Border Element 内でこれを実
行できます。または、各 Unified Border Element はある特定の MediaSense クラスタのプリファレン
スで設定でき、他のメカニズム（PSTN パーセンテージの割り当てなど）は異なる Unified Border
Element デバイス間でコールを分配するために使用できます。
MediaSense クラスタ間にロード バランシングではなくフェールオーバーを提供することが目的の
場合は、「High Availability, （77 ページ）」を参照してください。

仮想マシン構成
シスコでは、最小サイズのストレージ パーティションと必要な CPU およびメモリ予約が組み込ま
れた OVA 仮想マシン テンプレートを提供しています。VMWare ESXi はこれらを適用し、これら
のリソースに対して他の VM が MediaSense と競合しないようにします。ただし、ESXi はディス
ク スループットの最小値を適用しません。したがって、各 MediaSense VM に指定した IOPS と帯
域幅を提供できるようにディスクが設計されていることを確認する必要があります。
シスコが提供する OVA テンプレートにはドロップダウン リストが含まれており、MediaSense サー
バの各リリースでサポートされる VMware 仮想マシン テンプレート オプションの 1 つを選択でき
ます。これらのテンプレート オプションを使用して、仮想マシンのメモリ、CPU、ディスク容量
などを指定できます。各仮想マシンのインストールを開始する際に、適切なテンプレート オプ
ションを選択する必要があります。実稼動導入においては、シスコが提供するテンプレートを使
用する必要があります。小容量のラボとして使用する場合、テンプレート オプションよりも小さ
い仮想機器として導入することも可能ですが、キャパシティが制約され、サポートされていない
ハードウェアで実行していることを示す警告バナーが表示されます。

（注）

すべてのディスクは「シック」プロビジョニングされる必要があります。シン プロビジョニ
ングはサポートされていません。
すべての MediaSense ノードにはデフォルトで 210 GB のメディア パーティションがあります。さ
らに、MediaSense vDisk を追加して、指定された限度までストレージを拡張することができます。
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次の表に、付属のテンプレート オプションをまとめます。
テンプ
レート
オプ
ション

vCPU

メモリ ディスク

CPU 予約

サポートされる最大合
計録音容量

注記

プライ
マリま
たはセ
カンダ
リ ノー
ド

2

6 GB

2200 MHz

8 TB（クラスタに分散
または 1 つのノードに
割り当て）。

3

プライ
マリま
たはセ
カンダ
リ ノー
ド

4

プライ
マリま
たはセ
カンダ
リ ノー
ド

7

拡張
ノード

7

80 GB（OS）
80 GB（DB）
210 GB（メディ
ア）

8 GB

80 GB（OS）

拡張ノードはサポート
されていません。
3200 MHz

80 GB（DB）
210 GB（メディ
ア）

16 GB 80 GB（OS）

8 TB（クラスタに分散
または 1 つのノードに
割り当て）。

2、3

拡張ノードはサポート
されていません。
15000 MHz

12 TB（各プライマリま 2
たはセカンダリ ノー
ド）。

10000 MHz

12 TB（各拡張ノー
ド）。

600 GB（DB）
210 GB（メディ
ア）

16 GB 80 GB（OS）
80 GB（DB）

1、2

210 GB（メディ
ア）

（注）
1 すべてのラックマウント拡張サーバは、拡張テンプレート オプションを使用する必要がありま
す。
2 プライマリ、セカンダリ、および拡張 OVA テンプレート オプションでは、デフォルトで 210
GB 以上プロビジョニングされます。MediaSense ソフトウェアのインストール前またはインス
トール後に容量を追加できます。プロビジョニング後は、録音領域を減らすことはできませ
ん。すべてのノードのメディア ストレージの総容量は、5 ノード クラスタの場合は 60 テラバ
イト、2 ノード クラスタの場合は 24 テラバイトを超えることはできません。UCS-E 導入では、
使用可能な物理ストレージの容量によってはさらに制限される場合があります。
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3 プライマリおよびセカンダリ ノードの 2 vCPU と 4 vCPU テンプレートは、UCS-E ブレードの
導入に適していますが、それより大規模なシステムでも使用できます。サポートされているほ
とんどの UCS-E ブレードには、VM テンプレートによる割り当てよりも多くの物理ディスク領
域が用意されています。未使用の領域は、録音メディアまたはアップロード メディア用に使用
できます。

メディア ストレージの代替ストレージ
ラックマウント サーバでは、録音されたデータ用に 2 つの代替ストレージが現在サポートされて
います。
• 物理的に接続されたディスク
• ファイバ チャネル接続された SAN

（注）

ネットワーク アタッチド ストレージ（NAS）は MediaSense 構成ではサポートされておらず、
SAN ストレージは UCS-E 構成ではサポートされていません。
購入したハードウェア モデルとオプションに応じて、単一ノードは最大 12 TB のストレージ（5
台のサーバで最大 60 TB のストレージ）を提供できます。すべてのサーバを同数または同タイプ
の仮想ディスクで設定する必要はありません。（詳細仕様とその他のストレージ構成要件につい
ては、「Unified Communications Manager のネットワークベースの録音, （99 ページ）」を参照し
てください）。
RAID の設定
この項は、UCS C シリーズ サーバのみを対象とします。
MediaSense は、データベースと OS ディスクの場合は RAID-10 で、メディア ストレージの場合は
RAID-10 または RAID-5 で設定する必要があります。RAID-5 を使用するとハードウェアを節約で
きます。速度は遅くなりますが、メディア ストレージには十分高速です。UCS C シリーズ サーバ
に対するすべての TRC 構成には、ESXi ハイパーバイザを含めるのに十分な大きさの内部 SD カー
ドが含まれます。したがって、シスコは、SD カードでの ESXi のインストールと残りのディスク
ドライブでの MediaSense アプリケーションのインストールをサポートします。
RAID-10 グループは、ESXi ハイパーバイザと MediaSense アプリケーションを保持する必要があ
るため、一般には推奨されません。UCS C シリーズ サーバのすべての TRC 構成には、ESXi を含
めるのに十分な大きさの内部 SD カードが含まれます。したがって、ESXi が SD カードにインス
トールされ、MediaSense アプリケーションが残りのディスク ドライブにインストールされている
ことが必要です。
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サーバ 1 台につき複数の MediaSense 仮想マシンの導入
リリース 9.0(1) 以降、MediaSense は、1 台の物理サーバで実行する唯一の仮想マシンである必要
はありません。MediaSense が必要最小限のリソースを予約できる限り、他のアプリケーションも
そのサーバを共有できます。
1 つのホストに複数の MediaSense VM を導入することもできます。ただし、その場合は、プライ
マリノードとセカンダリノードが同じ物理ホスト上に存在しないようにする必要があります。た
とえば、サーバが 2 台の MediaSense VM をサポートできる場合、5 ノードのクラスタを次の図の
ように配置することが考えられます。
図 6：5 ノードのクラスタ
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サーバが 3 台の MediaSense VM をサポートできる場合は、次の図のように配置することもできま
す。
図 7：3 台の MediaSense 仮想マシン

特定のサーバ モデルが何台の MediaSense VM をサポートするかについては、UC Virtualization wiki
を参照して物理 CPU コア数を指標として、判断できます。8 物理コア以上のモデルは 1 台の
MediaSense VM を、14 物理コア以上のモデルは 2 台の MediaSense VM を、20 物理コア以上のモ
デルは 3 台の MediaSense VM をサポートできます。

地理的な仕様
クラスタ内のすべての MediaSense サーバは単一のキャンパス ネットワーク上にある必要がありま
す。キャンパス ネットワークは、MediaSense サーバの任意のペア間のラウンドトリップ遅延が 2
ミリ秒以内であるネットワークとして定義されます。（一部のメトロポリタンエリアネットワー
ク（MAN）もこの定義を満たすことがあります）
ただし、他のソリューション コンポーネントが WAN 経由で MediaSense クラスタを接続すること
があり、次のような留意事項を伴います。
• Unified Communications Manager 導入では、メディア分岐の電話機が、WAN を介して MediaSense
に接続される場合があります。
• Unified Communications Manager からの SIP トランクが、WAN 経由で MediaSense にルーティ
ングされる場合もあり、ラウンドトリップ遅延によって、コールの録音開始時に余分なク
リッピングが発生することがあります。
• Unified Border Element と MediaSense 間の接続は、WAN 経由でルーティングされる場合があ
りますが、その場合のコールでは、ラウンドトリップ遅延により録音開始時に余分なクリッ
ピングが発生することがあります。
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• Unified Communications Manager と MediaSense 間の AXL 接続が WAN 経由でルーティングさ
れる場合があり、API ログインおよび管理者ログインに時間がかかることがあります。
• 高可用性の観点から見ると、API サインインは AXL リンクと依存関係があります。このリン
クが不安定な WAN を通過する場合、API サービスへのサインインや、ライブ モニタリン
グ、再生および録音セッションのダウンロードなどのメディア出力要求の実行に関して問題
が発生する可能性があります。これは、リモート ブランチ導入か一元化導入かに関わらず、
また、Unified Border Element による導入か Unified Communications Manager による導入かに関
わらず当てはまります。
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一般的なフロー：Unified Communications Manager（BiB）
コール
コンプライアンス録音アプリケーションの場合、通話録音は最初の通話が 2 者間で確立された後
に Unified Communications Manager から MediaSense への一対の SIP 招待を介して開始されます。
Unified Communications Manager は、コール セットアップに関与しますが、メディアは Unified
Communications Manager からではなく、電話機の 1 つから MediaSense に流れます。
インバウンド ブログ録音は、同様の方法で開始されます。SIP 招待は、Unified Communications
Manager から MediaSense に送信されます。アウトバウンド ブログ録音は、MediaSense への API 要
求（「startRecording」）から開始され、MediaSense から Unified Communications Manager へのアウ
トバウンド SIP 招待がトリガーされます。いずれの場合も、招待の処理によって録音されている
電話機と MediaSense 間に確立されている 1 つ以上の RTP メディア ストリームが発生します。こ
れらのコール フローを次の図に示します。

（注）

これらの図は、説明のみを目的としており、詳細なメッセージ フローを示してはいません。
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Unified
Communications
Manager
（BiB）
コールのコ
ンプライア
ンス録音

Unified
Communications
Manager
コールの直
接インバウ
ンド録音

Unified
Communications
Manager
コールの直
接アウトバ
ウンド録音

一般的なフロー：Unified Communications Manager（ネッ
トワークベースの録画）コール
コンプライアンス録音アプリケーションの場合、コールの録音は、初期化コールが 2 者間に確立
された後、Unified Communications Manager から MediaSense への一組の SIP 招待を使用して開始さ
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れます。Unified Communications Manager はコールのセットアップに関与しますが、メディアは
Unified Communications Manager からではなく、ISRG2 ルータから MediaSense に流れます。
表 2：コール フロー - Unified Communications Manager NBR

Unified
Communications
Manager NBR コール
のコンプライアンス
録音

一般的なフロー：Unified Border Element ダイヤル ピア
コール
Unified Border Element ダイヤル ピア録音では、アプリケーションが同様のフローを処理しますが、
重要な相違があります。コールの録音は、それぞれが 1 つの「m」行を含んだ 2 つの別個の招待
とは異なり、Unified Border Element から MediaSense に送信される、2 つの「m」行を含んだ、単
一の SIP 招待で開始されます。Unified Communications Manager の場合と同様に、招待は最初のコー
ルが 2 者間に確立された後にだけ送信されます。ただし、MediaSense へ流れるメディアは Unified
Communications Manager NBR の場合と同様に Unified Border Element から発し、Unified
Communications Manager BiB の場合のようにエンドポイントの 1 つから発するわけではありませ
ん。
インバウンド ブログ録音は、エンドポイントから Unified Border Element を介して MediaSense へ
コールを直接的にダイヤルすることによって開始されます。いずれの場合も、MediaSense への招
待の処理によって、Unified Border Element と MediaSense の間に 1 つ以上の RTP メディア ストリー
ムが確立されます。これらのコール フローを次の図に示します。

（注）

これらの図は、説明のみを目的としており、詳細なメッセージ フローを示してはいません。
また、アウトバウンド ブログ録音は Unified Border Element 導入ではサポートされません。
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Unified
Border
Element コー
ルのコンプ
ライアンス
録音

Unified
Border
Element コー
ルの直接イ
ンバウンド
録音

一般的なフロー：ストリーミング メディア
ライブ モニタリングは、ストリーミング メディア プレーヤーを実行中のワークステーションが
MediaSense に RTSP:// URI の送信でアクティブなメディア アドレスを指定し、RTP メディア スト
リームが MediaSense とプレーヤー間に確立されることで開始されます。このストリームは、実際
には MediaSense が電話機から受信しているストリームの 1 つのコピーです。ディスク上にあるも
のではありません。
再生は、ストリーミング メディア プレーヤーを実行しているワークステーションが RTSP:// URI
を MediaSense に送信してアーカイブ メディアのアドレスを指定したときに開始されます。これで
発生する、MediaSense とプレーヤーの間のメディア ストリームは、ディスクから読み取られたも
のです。
ライブモニタリングと再生のコールフローを次の図に示します（認証の行われ方を示しています
が、詳細なメッセージ フローを表すものではありません）。MediaSense Media Service は、スト
リーミング メディアの処理を担う各ノード内のソフトウェア コンポーネントです。
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表 3：ライブ モニタリングと再生のコール フロー

ライブ モニタ
リング

再生

認証チャレン
ジを示す再生

MediaSense API はサーバ ベースまたはブラウザ ベースのクライアントからアクセスされます。
サーバ ベースのクライアントは非同期イベントに対してもサブスクライブできます。
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ソリューションレベルの導入モデル
この項では、MediaSense をソリューションの一部として導入できる多数の方法をまとめて紹介し
ます。

BiB 分岐のための Unified Communications Manager の導入
これらの導入モデルは、Cisco IP Phone がメディア分岐用に設定されるシナリオを対象にしていま
す。2 つのバージョンがカバーされます。
• 基本的な Unified Communications Manager の導入：内部から外部へ
• 基本的な Unified Communications Manager の導入：内部から内部へ
MediaSense の観点からすれば、実際にはこれらの 2 つの基本的な Unified Communications Manager
のバージョンに違いはありません。いずれの場合も、電話機によって分岐されたメディアが録音
デバイスに送信され、そこで分岐されたストリームがキャプチャされます。ここで区別されるの
は、ソリューション レベルで機能に大きな違いがあるためです。
Unified Communications Manager の導入：内部から外部へ

上記の図は、BiB 分岐のための基本的な Unified Communications Manager の導入を示し、社外の関
係者との通話が録音されます。この導入は、内部の電話機が適切な録音プロファイルで設定され
ていれば、着信コールと発信コールの両方に適用されます。
接続がシグナリングの観点から確立されると、メディアは分岐電話機から録音サーバへ直接流れ
ます。
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コールがこの電話機から転送される場合、録音セッションは終了します。コールを受ける電話機
が録音用に設定されている場合に限り、コールの次のセグメントがキャプチャされます。
Unified Communications Manager の導入：内部から内部へ

この図は、BiB 分岐のための基本的な Unified Communications Manager の導入を示し、通話は社内
の関係者と行われます。電話機のうち 1 台は、録音用に設定される必要があります。両方の電話
機が録音用に設定されている場合、2 つの独立した録音セッションがキャプチャされます。

Unified Communications Manager Session Management Edition の導入
Unified Communications Manager Session Management Edition（Unified CM SME）環境では、特定の
MediaSense クラスタで録音されるすべての電話機が同じ SME リーフ クラスタに含まれている必
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要があります。異なるリーフ クラスタの電話機を録音する必要がある場合は、次に示すように別
個の独立した MediaSense クラスタを展開する必要があります。
図 8：Unified CM SME の導入

この図は、MediaSense クラスタが Unified CM SME Manager クラスタではなく Unified CM SME
リーフ クラスタにどのように接続される必要があるかを示します。この図は、サポートされる配
置である別個の MediaSense クラスタに接続しているリーフ クラスタも示しています。

ネットワークベースの録画のための Unified Communications Manager の
導入
次の図は、ネットワークベースの録画（NBR）を使用した録音コールが、メディアが電話機から
でなく音声ルータから MediaSense に流れるという点を除き、BiB を使用した録音コールに似てい
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ることを示します。いずれの場合も、SIP シグナリングは Unified Communications Manager から取
得されます。
図 9：ネットワークベースの録画のための Unified Communications Manager の導入

BiB 録音と同様に、会話の録音がされている電話機からコールが転送された場合は、メディアが
同じ音声ルータから流れ続けていても録音セッションは終了します。コールを受ける電話機が録
音用（BiB または NBR）に設定されている場合に限り、コールの次のセグメントがキャプチャさ
れます。

（注）

NBR は、Unified CCE への着信コールについてはまだサポートされていません。

ダイヤル ピア分岐のための基本的な Unified Border Element の導入
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上記の図は、ダイヤル ピア分岐のための非常に基本的な Unified Border Element の導入を示し、こ
こではコールが PSTN から SIP トランクに着信し、社内の SIP 電話機に接続されます。メディア
分岐は、1 つ以上のダイヤル ピアに接続されているレコーダー プロファイル設定を使用した Unified
Border Element デバイスによって実行されます。
コールは Unified Border Element（または Cisco ルータ）を通過するときに、2 つのダイヤル ピア、
つまりコールが Unified Border Element に入る時点と抜け出る時点のピアを照合します。Unified
Border Element システムでは、これらは着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアと呼ばれます。こ
れらの用語は、コールの方向に関連しています。着信コールでは、着信ダイヤル ピアは社外を表
し、発信ダイヤル ピアは社内を表します。割り当ては発信コールに逆行します。このマニュアル
では、内部ダイヤル ピアと外部ダイヤル ピアをそれぞれ社内と社外を表す用語として使用しま
す。
いくつかの例外はありますが、録音プロファイルを外部のダイヤル ピア（着信コールの場合は着
信ダイヤル ピア、発信コールの場合は発信ダイヤル ピア）に適用することがベスト プラクティ
スです。これは、コールの外部レッグが一般的に非常に安定している一方で、内部レッグは頻繁
にさまざまなコンサルティング、会議、転送などの複雑な呼び出し操作の対象となるためです。
これらの操作のいずれかにより Unified Border Element が新しいダイヤル ピア照合をトリガーする
と、録音セッションが早く終了することがあります。（このような操作により現行のコーデック
が変更されると、録音セッションが終了して新規セッションが開始されます）。
この図は、Unified Communications Manager コンポーネントも示しています。現在は Unified Border
Element の導入で必要ですが、Unified Communications Manager はコール シグナリング、メディア、
または記録保持を実行しません。単一の Unified Communications Manager サーバは MediaSense API
ユーザを管理し認証する必要があります。これは、リリース 8.5(1) 以降の既存のまたは特別にイ
ンストールされている Unified Communications Manager サーバにできます。理想的には、選択する
サーバはコールがロードされていないサーバにするべきです。
Unified Communications Manager サーバは、コール処理において役割を果たさないので、残りの
Unified Border Element 導入モデルの図から省略されます。
基本的な Unified Border Element の導入は、実稼働環境で使用されることはほとんどありません。
より一般的に、Unified Communications Manager、他の構内交換機（PBX）、または自動着信呼分
配（ACD）は Unified Border Element の内側に接続され、電話機は Unified Border Element に直接で
はなくそこに接続されます。ただし、すべての Unified Border Element の導入には根本的にこの設
定が含まれます。Unified Border Element と MediaSense の厳密な観点から、他のすべてのモデルは
これと変わりません。
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ダイヤル ピア録音のためのさまざまな PBX による基本的な Unified Border Element の導入

メディアを分岐するために Unified Border Element を使用する大きな利点の 1 つは、コールが社内
のどこに行っても発信者の視点から会話全体をキャプチャする機能です。これには、コンタクト
センター エージェント、コンタクト センター以外の社員、IVR システム、およびシスコ以外の
ACD および PBX システムのユーザが含まれます。
上記の図は、MediaSense と Unified Border Element を異機種混在のエンタープライズ環境に導入で
きる 3 つの方法を示します。特定のコールは 1 つのフローまたはこれらのフローの組み合わせを
経験する可能性があり、発信者の経験すべてが記録されます。追加の組み合わせも可能です。た
とえばコールは IP ベースまたは TDM ベースの IVR システムによって処理される場合がありま
す。
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ダイヤル ピア録音のための TDM 入力を使用した Unified Border Element 導入のバリエーション

メディアを分岐するため、Unified Border Element は SIP 対 SIP のコールを処理している必要があ
ります。コールが TDM によって到着している場合、図に示すように別の TDM ゲートウェイがプ
ロビジョニングされます。分岐はその後、Unified Border Element の外部のダイヤル ピアで通常ど
おりに設定されます。
PSTN 制御された転送（別名 *8 Transfer Connect）を実行するためなどに、アプリケーションが
DTMF 信号を PSTN に送信するように設計されている場合、Unified Border Element と TDM ゲート
ウェイの両方が DTMF シグナリングに同じ方式を使用するように設定されていることを確認する
必要があります。両方のデバイスで接続しているダイヤル ピアに同じ dtmf-relay 設定を追加する
ことで確認できます。リレー タイプ rtp-nte は最も標準的で推奨される方式です。CVP に向かうダ
イヤル ピアも、rtp-nte に設定する必要があります。

Unified CVP によるダイヤル ピア録音のための Unified Border Element の
導入
Unified Border Element を Unified Customer Voice Portal（Unified CVP）に接続すると、MediaSense
をコンタクト センターで通話を録音するために使用できます。次のサブセクションでこれらのモ
デルについて説明します。
• Unified CVP による Unified Border Element の導入：一元化された SIP トランクで、存続可能
性はありません
• Unified CVP による Unified Border Element の導入：一元化された SIP トランクで、存続可能
性があります
• Unified CVP による Unified Border Element の導入：一元化された TDM トランク
• Unified CVP による Unified Border Element の導入：一元化された送信ダイヤラ
Unified CVP の導入では、VXML 機能と、オプションで TDM から IP への変換機能が通常伴いま
す。Unified CVP 導入の推奨事項では、同じ ISR でのそれら 2 つの機能の組み合わせが時々規定さ
れます。また、TDM 回線よりも着信 SIP トランクを伴う Unified CVP 導入もあります。これらの
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導入では、Unified Border Element ルータを使用でき、VXML 機能をホストすることもできます。
Unified CVP には、オプションのコンポーネント、コール存続可能性も含まれます。これにより、
ルータと Unified CVP 間の WAN 接続が稼働していなくても、ブランチ ルータは低下したサービ
ス レベルを発信者に提供し続けることができます。このコンポーネントは、各ゲートウェイに直
接インストールされ、ダイヤル ピアに関連付けられた TCL-IVR アプリケーションとして実装され
ます。
Unified Border Element メディア分岐による Unified CVP 導入では、最大 4 つの明確なアクティビ
ティを管理する必要があります。
• TDM から IP への変換
• コール存続可能性
• メディア分岐
• VXML ブラウジング
これらのアクティビティの一部は、ダイヤルピアレベルで競合するので、相互にうまく作用でき
るようにいくつかの手順を実行する必要があります。たとえば、同じダイヤル ピアにメディア分
岐と TCL または VXML アプリケーションの両方を設定してはいけません。各アクティビティは
ルータでリソースを使用するので、それらすべてのサイジングを考慮する必要があります。1 台
のルータが 4 つの機能すべてを提供するように設定することは技術的に可能であり、これは低い
コール ボリュームのシナリオに適しています。しかし、コール ボリュームが増加した場合は、
VXML ブラウジングまたはメディア分岐を別個のデバイスに移動する必要があります。この 2 つ
の機能は同じ場所に配置しないでください。
分離する機能は、ニーズによって異なります。VXML はルータ リソースの大半を取り（特に自動
音声認識が使用されている場合）、そのサイズ計算は他のアクティビティとは異なる（通常はそ
れより少ない）コール数に基づいて行われます。サイズ計算の利便性と簡易化のために、VXML
を分離することが最適です。
ただし、コールのエージェントの部分のみを録音にキャプチャすることが目的の場合（追加導入
オプションと考慮事項, （67 ページ）を参照）、単独のルータでメディア分岐を行うのであれ
ば、設定はより簡単になります。この設定は、TDM/IP、コール存続可能性、および VXML ブラ
ウジングを単一のルータ上で同じ場所に配置することが Unified CVP 導入におけるブランチ オフィ
スの最も一般的な設定であるという点でさらなる利点があります。
マルチサイト入力導入（特にブランチ オフィスでの導入）では、コールが不注意に WAN リンク
を通過することを防止するために、Unified CVP のコール ルーティング設定で Significant Digits 機
能と Send To Originator 機能の組み合わせを使用する必要があります。
これらの方法に関する詳細については、Unified CVP のマニュアルを参照してください。
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（注）

SIP メッセージの通常の処理中に、Unified CVP は、複式ボディとして SIP コンテンツに任意の
データを挿入します。この形式は、MediaSense では現在サポートされておらず、MediaSense
にとって興味深いコンテンツもサポートされていません。Unified Border Element の録音ダイヤ
ル ピアは、コマンド「signaling forward none」を録音ダイヤル ピアに追加することでこのコン
テンツが MediaSense に転送されるのを防ぐように設定される必要があります。
同じ物理ルータが MediaSense と Unified CVP の両方で使用されている場合は、両方の製品に
よって認定されている IOS のバージョンを実行している必要があります。
最も簡単なシナリオを除き、キャパシティ プランニングについては ISR セールス チームに問
い合わせてください。

Unified CVP によるダイヤル ピア録音のための Unified Border Element の導入：SIP トランク、存続
可能性なし

このシナリオでは、Unified CVP は、保留音または他の処理のための VXML ゲートウェイへの最
初の配信、Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）エージェントへのその後の配信、およ
び他のエージェントおよびデバイスへの予想される追加のネットワーク転送を含むすべてのコー
ル制御操作を管理します。コールのすべてのセグメントが録音されます。
適切に設定されると、Unified CVP は Unified Border Element ではなく宛先デバイスへの SIP 招待を
発行することによってこれらの転送に影響を及ぼします。これにより、Unified Border Element で
新しいダイヤル ピア照合をトリガーすることなくメディアが効果的に再ルーティングされます。
ほとんどのシナリオと同様に、メディア分岐は外部のダイヤル ピアで設定されます。
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Unified CVP によるダイヤル ピア録音のための Unified Border Element の導入：SIP トランク、存続
可能性あり

このシナリオは、上記のものと同一です。ただし、お客様が通話障害と時刻ルーティングの管理
に Unified CVP 存続可能性スクリプトを使用することを選択している点が異なります。Unified CVP
存続可能性スクリプトを使用するには、それを Unified Border Element の外部のダイヤル ピアに配
置します。Cisco IOS は、スクリプトとメディア分岐が同じダイヤル ピアで発生することを許可し
ていないため、メディア分岐には（図に示すように）内部のダイヤル ピアを使用します。呼び出
し操作によって新しいダイヤル ピア照合操作を開始する Cisco IOS が不注意にトリガーされる可
能性があるので、内部のダイヤル ピアで録音設定することは危険を伴います。この操作によっ
て、現在の録音セッションが終了します。
適切に設定されると、Unified CVP は Unified Border Element ではなく宛先デバイスへの SIP 招待を
発行することによってこれらの転送に影響を及ぼします。この転送により、Unified Border Element
が新しいダイヤル ピア照合をトリガーするのを防ぎます。

（注）

存続可能性がいかなる種類の通話中障害に対処するように作動する場合、そのスクリプトに
よって再生される音声（「技術的な問題」のメッセージなど）は MediaSense で録音できませ
ん。しかし、スクリプトがローカル電話にコールを転送する場合、ローカル電話のダイヤル
ピアがメディア分岐用に設定されていれば、この会話は録音できます。
REFER 転送の詳細については、「追加導入オプションと考慮事項, （67 ページ）」を参照してく
ださい。
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Unified CVP によるダイヤル ピア録音のための Unified Border Element の導入：TDM トランク

Unified CVP 用の TDM MediaSense Unified Border Element の導入は、論理的に別個の TDM ゲート
ウェイが Unified Border Element よりも先に配置されるという点を除き、SIP トランクの導入と同
様です。Unified Border Element はまだ外部のダイヤル ピアでメディア分岐を行い、Unified Border
Element はまだ Unified CVP が相互作用するルータとして機能します。
存続可能性が使用されている場合、それは Unified Border Element ではなく TDM ゲートウェイの
POTS ダイヤル ピアに配置されます。この配置により、Unified Border Element の外部ダイヤル ピ
アでメディア分岐が維持されます。
Unified CVP が（「*8 Transfer Connect」転送などの場合に）DTMF トーンを PSTN に発行している
場合は、TDM ゲートウェイと Unified Border Element 間のコール接続の両端で dtmf-relay sip-kpml
または dtmf-relay sip-notify を設定します。
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Unified CVP によるダイヤル ピア録音のための Unified Border Element の導入：送信ダイヤラ

Unified CCE SIP 送信ダイヤラを使用した送信キャンペーンは、TDM ゲートウェイに転送先の電話
番号を呼び出すように直接指示するように設定されます。着信側が応答し、留守番電話検出アル
ゴリズムによって人による応答であと確認されると、ダイヤラは TDM ゲートウェイに Unified
Border Element を使用してコールを Unified CVP に接続するように指示します。Unified Border
Element と MediaSense の観点からは、これは他の着信コールと同じように見えます。
送信ダイヤラは TDM ゲートウェイに接続され、Unified Border Element には接続されません。

追加導入オプションと考慮事項
Unified Border Element ダイヤル ピアを使用した冗長メディア分岐
通常は、外部ダイヤル ピアに録音プロファイルを適用します。つまり、企業の外部にあるコール
の側を表すものです。特定のコールで、両方のダイヤルピア上にメディア分岐を設定することも
できます。この場合、2 つの独立した録音セッションになります。 この両方のダイヤル ピアは、
2 つの別個の独立した MediaSense クラスタに録音を配信するように設定して、録音の真の冗長性
を実現する必要があります。 ただし、これは Unified Border Element のパフォーマンスに重大な影
響を及ぼします。 サイジングの目的で、Unified Border Element コール伝送容量を半分に分けるこ
とを想定します。
パーセンテージ録音
コンプライアンス レコーディングは、定義により、すべてのコールが録音されることを意味しま
す。 ただし、アプリケーションによってはコールの 100 % を録音する必要がない場合もありま
す。場合によっては、スポット チェックで十分です。
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Unified Border Element を使用すれば、コールを疑似ランダム サンプリングして録音することがで
きます。 これは、複数の同一ダイヤル ピアを設定し、同じプリファレンス値を割り当てたうえ
で、メディア分岐用にそのサブセットのみを設定することで実現されます。 たとえば、3 つの同
一インバウンド ダイヤル ピアをプリファレンス レベル 5 に設定し、そのうちの 1 つだけにメディ
ア分岐を設定すると 3 コールに約 1 コールの割合で録音できます。
録音の VRU セグメントの省略
これは、コール ルーティングに Unified CVP が使用されるコンタクト センターの録音に適用され
ます。
Unified Border Element からの分岐メディアでは、発信者のエクスペリエンス全体を記録できます。
これには、1 つ以上のエージェントとの会話だけでなく、コールがエージェントに配信される前
に発生することがある VRU またはコール キューイングのアクティビティもすべて含まれます。
Unified Border Element からの分岐メディアは、エージェントがコールに含まれていない場合の
VRU アクティビティの記録にも使用できます。
一部のお客様は、事前エージェント VRU アクティビティを録音から省略することを希望すること
があり、これは特に主に保留中の音楽で構成される場合に当てはまります。 これを行う 1 つの方
法は、Unified Border Element からではなくエージェントの電話機からメディア分岐することです。
しかし、他の理由で Unified Border Element からメディア分岐することが必要な場合は、Unified
CVP にコールのエージェント セグメントを Unified Border Element を介してルーティングさせれば
実現できます。 そのためには、受信機能とメディア分岐機能を相互に分離する必要があり、これ
は、コールを受信側ルータに再度通すか、または 2 台目のルータを使用することで、ルーティン
グしなければならないことを意味します。
どちらのルーティングのアプローチでも、追加のハードウェアが必要になりますが、2 台目のルー
タを使用すれば設定は著しく簡単になります。 PSTN 接続が TDM ベースの場合は、やはりコール
をルータに再度通して（または、2 台目のルータで）ルーティングする必要があります。 したがっ
て、この項の後半では、メディア分岐ルータと受信側ルータが別々であること、受信側ルータを
TDM ゲートウェイか IP 専用の Unified Border Element とすることができること、VXML 機能が受
信側ルータで実行されていることを前提とします。
Unified CVP の通常の設定では、エージェントが使用可能になると、そのエージェントの電話機を
制御する Unified Communications Manager に Unified CVP が、SIP インビテーションを送信します。
Unified Communications Manager は、受信側ルータとネゴシエーションして、ルータからのメディ
アストリームをエージェントの電話に接続します。受信側ルータ自体は、選択されたエージェン
トの内線をどの IP アドレスが処理するかを把握する必要がないため、そのコール セグメントの
ルーティングには関わりません。
この場合の配置を次の図に示します。
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Unified CVP は、エージェントセグメント インビテーションが Unified Communications Manager で
はなく受信側ルータに送信されるように設定することもできます。 この設定は、[Local Static
Routes]、[Outbound Proxy Server] または [Locally Resolved DNS SRV] を使用して行うことができま
す。 Unified CVP の [Dialed Number Pattern Configuration] の [Enable Send Calls to Originator] ボック
スをオンにして、インビテーションの送信を設定することはできません。その設定は、エージェ
ントへの配信中ではなく、SendToVRU 動作時にのみ表示されます。 Unified CVP を設定すると、
特にエージェントの内線へのルートの場合に、受信側ルータ内でダイヤル ピアを定義できます。
Unified Communications Manager が宛先ターゲットになっています。
この場合の配置を次の図に示します。
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メディア分岐を追加するには、次の図に示すように、メディア分岐をする 2 台目のルータ（Unified
Border Element）を挿入します。

複数の受信側サイトがある場合は状況はさらに複雑になりますが、その場合でも Unified CVP の
「Send Call to Originator」と「Significant Digits」の機能を組み合わせて使用し、WAN でのヘアピ
ン コールを避けることで目標は達成可能です。 「Send Call to Originator」によって、Unified CVP
は、任意のコールの受信側ルータが VXML アクティビティの実行される場所に存在することを保
証できます。 「Significant Digits」を使用すれば、コールがエージェントに送信されるときに、
コールの受信側ルータと同じサイトにある Unified Border Element をパス スルーすることを保証で
きます。 「Significant Digits」は、VXML アクティビティをその受信側ルータ自体に限定されず、
受信側ルータのサイトにある任意の VXML 対応ルータに割り当てるするためにも使用できます。
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次の図に、複数の受信側サイトでの最終的な配置を示します。 1 つのサイト内に、2 つのイング
レス ゲートウェイと 1 つのメディア分岐用 Unified Border Element があります。 2 つのイングレス
ゲートウェイは同一で、どちらも TDM/IP 変換と VXML の機能を実行しています。 他のサイトに
は、同数のルータがありますが、1 台は TDM-to-IP 変換、2 台目のルータは VXML アクティビティ
専用にそれぞれ使用されています。.

設定に関係なく、帯域幅の使用量は常に考慮する必要があります。 図に示す設計では、メディア
が WAN 経由で 2 回流れます（1 回目はエージェントの電話機での送受信、2 回目はメディア分岐
する Unified Border Element から MediaSense クラスタに対して）。 MediaSens を Unified Border
Element と同じ場所に配置する場合は問題はありません。 ただし、共有型データセンター内に一
元化した MediaSense を配置しなければならない場合は、この追加の帯域幅使用量を考慮しなけれ
ばなりません。 余分な WAN トラフィックの発生を避けるため、メディア分岐する Unified Border
Element を MediaSense があるデータセンターへ移動することもできます。 この移動は、Unified
Communications Manager クラスタとエージェントの電話機がすべて同じ WAN の場所にある場合
にのみ有効です。 そうなっていない場合、選択されたエージェントの電話機と同じ場所にある
Unified Border Element をコールが通過するように強制できないため、WAN のトラフィックを減ら
すどころか増やすことになります。メディアストリームは多くの場合、最初にエージェントのな
い場所に配置された Unified Border Element をヘアピン通過します。 この手法では、Unified
Communications Manager のコール アドミッション制御（CAC）アルゴリズムを混乱させる可能性
があります。
REFER 転送
デフォルトでは、Unified Border Element は、REFER 転送を Unified CVP から次のアップストリー
ムのユーザ エージェントに渡します。 その転送が成功すると、Unified Border Element はもうシグ
ナリングまたはメディアパスに存在しないため、それ以上コールを録音できません。導入環境に
よっては、REFER 転送を渡すのではなく「コンシューム」するように Unified Border Element を設
定できます。 コンシュームにより、Unified Border Element 自体が転送を実行し、Unified CVP を
ループ外に出して、Unified Border Element 自体はシグナリングおよびメディア パス内に残ってコー
ルを録音します。 これは、Unified Border Element の設定に「voice service voip; no supplementary-service
sip refer」を追加することによって実現できます。
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（注）

内部のダイヤル ピアがメディア分岐を実行すると、Cisco IOS に強制的に新しいダイヤル ピア
の照合処理をさせるため REFER は常に録音を終了させます。

導入モデルの組み合わせ
このマニュアルで説明する導入モデルは互いに排他的ではありません。 標準インストールには、
• 着信コール
• 発信コール
• Unified CVP を使用するコール
• コンタクト センターに属していないコール
• TDM トランクを使用するコール
• SIP トランクを使用するコール
• Unified Border Element でメディアを分岐するコール
• 電話機でメディアを分岐するコールが含まれることがあります。
概して言えば、ここでのモデルは、他のコールが他の導入モデルに含まれるパスを通るのに対し
て、ある特定のコールが通る可能性があるパスを記述したものと見なすべきです。 その意味で
は、どの単一のコールも単一のモデル内にとどまることが一般的ですが、これらのモデルすべて
を無差別に組み合わせることが可能です。
TDM to IP 変換とダイヤル ピア メディア分岐の組み合わせ
定義上、SIP to SIP コールだけが Unified Border Element 内でメディア分岐できます。 ただし、
Unified Border Element ソフトウェアを実行している ISRG2 に T1/E1 カードを挿入できない理由は
ありません。 TDM ポートに到達したコールは、そのデバイスを 2 回（1 回は TDM to SIP コール
として、もう 1 回は SIP to SIP コールとして）通過するようにルーティングすることで録音ができ
ます。 TDM ポートに到達したコールの録音は、デバイスの TDM to SIP コールのアウトバウンド
ダイヤル ピアの設定で、セッション ターゲット パラメータに自身を指定することで実現できま
す。 コールの番号操作、またはコールを適格化するその他の方法を使用することで、コールが 2
回目に到達したときには異なる（VOIP）ダイヤル ピアに一致して、SIP to SIP コールのように見
えます。 この 2 回目のルータ通過の際に、メディア分岐をイネーブルにできます。
このフローでは、コールがルータで 2 回処理されるため、容量の観点からは 2 コールとしてカウ
ントします。 逆の言い方をすれば、このフローに従うコールはルータの所定の容量を確実に半減
させるので、同数のコールに対して倍のルータ容量が必要になります。 コールにルータの全容量
を使用する場合は、2 台のルータが必要になります。 ルータ数を 2 倍にすると、すべてのルータ
に両方のジョブ（TDM と分岐）を割り当てるか、または半数のルータに各ジョブを割り当てるこ
とが可能です。 適切に設計すれば、どちらのアプローチも使用できます。
ISR の設定に関する詳細については、 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-23115. [英語] を参照
してください。
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VXML と Unified Border Element メディア分岐との組み合わせ
MediaSense のない Unified CVP 配置では、Unified Border Element と同じルータ上で VXML の音声
ブラウザ機能を実行できますが、シスコは同じルータ上でのメディア分岐と VXML アクティビ
ティの共有をサポートしません。 VXML は、特に自動音声認識を使用した場合、ルータのリソー
スを多く使用します。 VXML については、キューまたは IVR スクリプトに入ると想定される同時
発生コール数を考慮するだけですが、メディア分岐のために処理する同時発生コールの総数を考
慮する必要があるため、サイジングの課題は残ります。
マルチサイト イングレス導入（特にブランチ オフィスでの導入）では、コールが不注意に WAN
リンクを通過することを防止するために、Unified CVP のコール ルーティング設定で Significant
Digits 機能と Send To Originator 機能の組み合わせを使用する必要があります。
これらの方法に関する詳細については、Unified CVP のマニュアルを参照してください。

他のソリューション コンポーネントの設定要件
ここでは、特定の導入を設計する方法またはコンポーネントの発注方法に影響する可能性がある
設定要件を示します。詳細な設定手順については、『Cisco MediaSense User Guide』を参照してく
ださい。
Unified Communications Manager
Unified Communications Manager は、MediaSense 録音サーバに録音を指示するように適切に設定さ
れる必要があります。これを行うには、録音プロファイルおよびさまざまな SIP パラメータを設
定する必要があります。電話ゾーンは、iLBC、G.722.1 または iSAC コーデックの使用を回避する
ように設定する必要があり、Unified Communications Manager AXL サービスはサーバの少なくとも
1 台で有効になっている必要があります（MediaSense はユーザの認証に AXL を使用するため）。

（注）

UDP 経由の SIP は、MediaSense ではサポートされていません。

Cisco Unified Border Element
メディア分岐を伴う Unified Border Element ソフトウェアは、Cisco ISRG2 ルータでのみ動作しま
す。異なるモデルには異なる拡張性の仕様がありますが、これらのルータを使用可能なメモリの
最大容量で常にプロビジョニングすることが推奨されます。3945E には最低 2 GB のメモリが必要
です。4 GB が推奨されます。メディア分岐は ASR ルータではサポートされていません。
すべての MediaSense Unified Border Element の導入では、コールを処理していない場合でも、認証
のために Unified Communications Manager への AXL 接続が必要です。接続は、すでにインストー
ルされていて他の目的に使用中の Unified Communications Manager か、または MediaSense で使用
するために特別にインストールされている Unified Communications Manager に行うことができま
す。管理者は、1 つ以上の Unified Communications Manager のエンド ユーザを設定し、MediaSense
API ユーザとして MediaSense にインポートします。
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ストリーミング メディア プレーヤー
市販のメディア プレーヤーの例は次のとおりです。
• VLC version 2.1.3 1
• QuickTime
• RealPlayer
これらのメディア プレーヤーはそれぞれ特有のメリットとデメリットがあります。たとえば VLC
は、一度にメディア トラックを 1 つしか再生できません。QuickTime は、必要な認証済み RTSP
のリダイレクトを処理できない場合があります。また、これらのメディア プレーヤーはいずれ
も、無音状態を処理するようには設計されていないことに注意してください。無音セグメントを
含む録音を再生すると、予期しない挙動が発生することがあります。
これらのプレーヤーはいずれも AAC-LD、g.729 または g.722 のコーデックをサポートしていませ
ん。これらのコーデックを使用して録音されたメディアを再生するには、カスタム メディア プ
レーヤーが必要です。検索と再生アプリケーションからアクセス可能な、組み込み MediaSense メ
ディア プレーヤーは、AAC-LD を除くこれらのオーディオ コーデックすべてを再生することがで
きます。
シスコは、これらのメディアプレーヤーを製造しておらず、これらのメディアプレーヤーまたは
他のサードパーティ製メディア プレーヤーの使用を推奨またはサポートしていません。シスコが
サポートする唯一のメディア プレーヤーは、内蔵式の MediaSense により提供されるものです。
SIP プロキシ サーバ
SIP プロキシ サーバは、MediaSense と Unified Communications Manager または Unified Border Element
との間では現在サポートされていません。
Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition
Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition（Unified CM SME）の導入では、
MediaSense は Unified Communications Manager リーフ クラスタ レベルでのみ配置できます。これ
は、集中型 Unified CM SME レベルでは現在サポートされていません。これは、複数のリーフ ク
ラスタが同じ MediaSense クラスタを共有する可能性があっても、各リーフ クラスタに独自の
MediaSense クラスタが必要であることを意味します。
コンタクト センターの環境
• MediaSense は、Unified Contact Center Enterprise（Unified CCE）または Unified Contact Center
Express（Unified CCX）と明示的に相互に作用しておらず、それらをサポートしていません。
これらの製品のエージェントおよびスーパーバイザ デスクトップのクライアントで使用可能
な録音機能では、録音の開始とキャプチャに異なる方式が使用され、独自に確立された録音
ソリューションが必要です。
• ウィスパー アナウンスメント機能では、MediaSense はエージェントとスーパーバイザ間の
ウィスパー コールを録音しません。これは、エージェントの電話機のビルトインブリッジは
1

一部の VLC バージョンには既知の不具合があるため、使用するバージョンを選択する前に VideoLan Web サイトのドキュメントを確認してく
ださい。
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通常、レコーダーに配信する分岐されたメディア ストリームにスーパーバイザとエージェン
ト間のウィスパーを含めないためです。スーパーバイザの電話機が分岐用に設定されている
場合、ウィスパー アナウンスメントはスーパーバイザの電話録音に含まれます。
• SPAN ポート出力をリッスンしてエージェントの電話機の MAC または IP アドレスでフィル
タリングすることでエージェントの会話をモニタする機器は、電話機が録音のためにメディ
アを分岐しているときは正しく動作しない場合があります。これは、すべての RTP パケット
が電話機から 2 回放出され、リッスンするデバイスが録音サーバ行きのパケットをキャプ
チャから除外しない場合があるためです。これにより、アプリケーションが同時に録音もさ
れている会話のモニタリングを要求する場合は、リスナーにはエコーが聞こえ、サイレント
モニタリングを考慮する必要があります。
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録音サーバの冗長性：新規録音
MediaSense クラスタは、最大 5 台のサーバを含むことができ、各サーバが特定数までの同時コー
ルを録音できます。方法は、Unified Communications Manager コールと Unified Border Element コー
ルとで若干異なります。
概念的には、フェーズが 2 つあります。まず、コールのコントローラ（Unified Communications
Manager または Unified Border Element）が MediaSense サーバ（パイロット サーバ）を選択して初
期招待を送信します。第 2 に、パイロット サーバは、コールを処理する別のサーバ（ホーム サー
バ）に招待をリダイレクトします。どのサーバも任意のコールに対してパイロット サーバとして
動作することができるため、第 1 フェーズは初期招待の失敗のシングル ポイントを防ぐように設
計されています。
第 2 フェーズで、MediaSense サーバは、コール コントローラからのアクティブなサポートなし
で、相互に負荷分散ができます。このアルゴリズムでは、クラスタ内のすべての録音サーバの状
態を認識し、障害のあるサーバおよび致命的なディスク容量不足や他の問題のある状態のサーバ
に録音を転送しません。任意の 1 つのコールに関連付けられた 2 つのメディア ストリームが同じ
サーバで録音されることも保証します。
Unified Communications Manager は、招待を各サーバに順次、ラウンド ビン方式で送信するように
設定します。これによって、すべての録音サーバに初期 SIP 招待プリファレンスが均等に分散さ
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れることを保証し、1 台のサーバが大量の招待を受信する状況を回避できます。Unified Border
Element はラウンド ロビン方式による分散化をサポートしていないため、代わりに、常に特定の
1 台の MediaSense サーバに招待を送信するように設定し、第 2 および場合により第 3 のサーバを
優先度の低い代替サーバとして設定します。拡張サーバはどの時点でも処理負荷が低いため、可
能な場合はプライマリまたはセカンダリのサーバよりも拡張サーバにパイロット サーバの役割を
持たせることをお勧めします。
録音サーバがダウンしていたり、そのネットワーク接続が切断されている場合は、コール コント
ローラの SIP 招待に応答できません。この場合の Unified Communications Manager と Unified Border
Element 用の SIP 処理では、通常、プリファレンス リスト内の次のサーバに招待を送信します。
ただし、コール コントローラは、少なくとも 1 回のタイムアウト時間が経過するまで待機してか
ら他のサーバを試行する必要があります。
プライマリ メディア パスが確立されて初めて Unified Communications Manager および Unified Border
Element に録音サーバが関わるため、このような処理では、結果として録音ができるようにまで
に、非常に時間がかかる場合があります。（Unified Communications Manager は、制限時間を設定
して、それを過ぎても録音が始まらない場合は、試行を停止します）。
その結果、Unified Communications Manager が応答しない録音サーバを選択すると、当該のコール
が録音されない可能性が高くなります。Unified Border Element には制限時間はありません。その
ため、これらのコールも録音されますが、コールの初期セグメントの相当部分がクリッピングさ
れます。
録音サーバの障害によって録音が失われる可能性を減らすため、MediaSense は Unified
Communications Manager および Unified Border Element と連携して SIP Options Ping と呼ばれる機能
をサポートします。この機能によって、コール コントローラは、定期的に各録音サーバをプロー
ブし、コールが録音可能状態になるまで待たずに、録音サーバが動作中であることを確認できま
す。コール コントローラは、MediaSense サーバが動作していないことを認識すると、ラウンド ロ
ビン、つまり録音サーバの順序リスト内の該当のサーバをスキップします。ただし、単一ノード
導入の場合は、SIP Options Ping は推奨されません。これは有効でないばかりでなく、不要な障害
回復遅延を招く可能性さえあります。
『MediaSense ユーザ ガイド』には、SIP OPTIONS Ping 機能、およびその他の Unified Border Element
と Unified Communications Manager の SIP パラメータ設定手順が記載されています。
サイジングの観点からは、1 台のサーバに障害が発生しても、想定されるすべての同時コールを
キャプチャできる十分なキャパシティがあり、録音セッションを保存するための十分なストレー
ジ領域があるように、必ず十分な録音ポートをプロビジョニングしてください。

録音サーバの冗長性：進行中の録音
録音サーバで障害が発生すると、そのサーバ上で録音中のすべてのコールの状態が ACTIVE から
ERROR に変更され、内容は破棄されます。

（注）

コールの失敗の検出とその後のエラーに対する状態変更は、しばらくの間、行われない場合が
あります（1、2 時間程度）。
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進行中の録音を継続したり、代替サーバに転送する機能は現在ありません。

録音サーバの冗長性：保存済み録音
録音が終了した後、MediaSense はそれを録音した同じサーバ上に保持します。そのサーバが稼動
停止した場合、（それらに関する情報がまだメタデータ中で検索できる場合でも）どの録音の再
生、変換、ダウンロードもできません。

メタデータ データベースの冗長性
プライマリ サーバとセカンダリ サーバ（この項の「データベース サーバ」）は、それぞれメタ
データと設定データのデータベースを維持します。それぞれが、MediaSense API を実装しており、
サブスクライブしたクライアントにイベントを発行する機能があります。導入後は、2 つのデー
タベース サーバは完全に対称的です。いずれか片方に対する書き込みが、もう片方にも同じく反
映されるように、データベースの完全なレプリケーションが行われます。クライアントはどちら
かのサーバ宛てに HTTP API 要求を送信し、他方のサーバを障害の場合のフォールバックとして
使用します。

データベース サーバの障害
プライマリサーバかセカンダリサーバに障害が発生した場合でも、正常稼動している方のサーバ
は使用可能な状態になっています。障害の発生したサーバがサービスに復帰すると、ユーザの介
入なしでデータ レプリケーション機能が自動的にキャッチアップ処理を開始します。
停止時間の長さと発生したチャーンの量によって、キャッチアップの処理に時間がかかる可能性
があります。実際の所要時間は、多くの要因によって異なります。ただし、テストでは 150,000
録音セッションの転送に約 1 時間かかっています。
障害が長時間続くと、システムはアラームを発してレプリケーションを完全に無効にし、障害が
発生したサーバが回復するとレプリケーションを再確立します。
リカバリ期間中には、2 台のサーバ間で不規則な動作や不整合が生じる可能性があります。キャッ
チアップ処理が完了するまでは、リカバリ中のサーバに依存して API オペレーションを行わない
でください。リカバリ中のサーバの状態は、CLI コマンドを使用して判定できます。

イベントの冗長性
イベントは、特定の処理がサーバで実行された場合に個々のデータベース サーバによって生成さ
れます。たとえば、録音サーバが録音を開始するとき、データベース サーバの 1 つでセッション
レコードを開始します。データベースの更新はピアに複製されますが、その 1 台のデータベース
サーバのみがイベントを生成します。このアクションは、すべてのイベント タイプ（録音セッ
ション イベントからディスク ストレージのしきい値イベントまで）に適用されます。
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クライアントは最初に希望するセッションが生成されるサーバを事前に知ることはできません。
各クライアントは、確実にすべてのイベントを受信するためには、両方のデータベースにサブス
クライブする必要があります（2 つのサブスクリプションで同じターゲット URI を指定する場合
があります）。
MediaSense は、各データベース サーバが他方のデータベース サーバによって生成されるイベント
にサブスクライブしてイベントをサブスクライブ元に転送するための機能も提供しています（イ
ベント本体には、転送イベントを識別するためのフラグが含まれています）。この機能はMediaSense
管理機能で有効にします。転送が有効になっている場合、クライアントは 1 台のデータベース
サーバにサブスクライブするだけですみますが、信頼性が損なわれる可能性があります。選択し
たデータベース サーバがダウンした場合、クライアントはイベントの受信漏れを防ぐため、代替
のサーバに速やかにサブスクライブする必要があります。この問題は、特にクライアントがこの
ような受信漏れを検出する信頼できる方法が、定期的にサブスクリプションの確認要求を発行す
る以外にないことを考慮すれば、過小評価すべきではありません。
クライアントがイベントを受信した場合、そのイベントに関連付けられたデータベースの更新が
イベントを生成したサーバ上のデータベースにすでにコミットされているという暗黙保証があり
ます。API クエリを実行する必要のあるクライアントは、イベントを生成したデータベース サー
バに対してクエリを行っていることを保証するためにイベントの転送フラグを調べる必要があり
ます。
イベントのサブスクリプションは MediaSense サーバを再起動すると維持されません。

アップロードされたビデオ再生の冗長性
着信録音コールの分散に使用されるロード バランシングと冗長性操作は、着信ビデオ再生コール
を分散するために使用されるものとよく似ています。コールはパイロット ノードに到達し、ホー
ム ノードにすぐにリダイレクトされます。MediaSense は、ノードの少なくとも 1 つがビデオを再
生できる限り、アップロードされたビデオを再生できます。
通常、クラスタ内のすべてのノードが要求を処理でき、アップロードされたビデオはすべてのノー
ドに配布されます。ただし、1 つのノードで配布中または処理フェーズ中にエラーが発生したり、
あるノードがこれらの処理の実行時に他よりも遅くなる可能性があります。したがって、着信メ
ディア再生コールは、稼働中で、使用可能なキャパシティがあり、適切な着信コール処理ルール
によって選定された特定のビデオを再生する準備ができているノードにリダイレクトされます。
ビデオ再生の要求スロットリングは、音声録音の要求スロットリングにもよく似ています。音声
録音の試行のように、MediaSense は着信ビデオ再生要求を RTSP 再生およびモニタリング要求よ
りも高い優先順位で処理します。RTSP 再生およびモニタリング要求は、録音およびビデオ再生要
求の場合より低いキャパシティのスロットリングしきい値に従いますが、録音およびビデオ再生
要求が他のノードにリダイレクトされている間に特定のノードが RTSP 要求を受け入れることが
できます。
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アップロードされたビデオの再生時の Unified Communications Manager
の障害
アップロードされたビデオを MediaSense が再生しているときに Unified Communications Manager
で障害が発生した場合、メディア ストリームはアクティブのままですが、SIP シグナリングは使
用できません。SIP シグナリングがない場合、エンドポイント デバイスが切断されたときに
MediaSense がそれを知る方法はありません。したがって、ビデオの再生を最後まで実行してから
終了し、すべてのリソースを解放します。
ただし、繰り返し再生に設定されたビデオの場合は（着信コールの処理ルールでそのように設定
されている場合）、再生が終了しないことがあります。そのような場合のために Unified
Communications Manager は、MediaSense にセッションのキープアライブ メッセージをデフォルト
で 30 分ごとに 2 回送信します。MediaSense はこの 2 回の連続したタイマーを受信しなかった場
合、Unified Communications Manager に障害が発生したと判断し、再生を終了してすべてのリソー
スを解放します。
このため、Unified Communications Manager の障害発生後、最大で 30 分間、ビデオの繰り返し再生
が実行中のままになる場合があります。MediaSense は、新しい着信コールおよびストリーミング
要求を受け入れ可能かどうかを判断する場合、それらのメディアストリーミングリソースが使用
中、または使用できないとみなします。
30 分という数値は、Unified Communications Manager のサービス パラメータのデフォルトであり、
変更可能です。

MediaSense クラスタの冗長性
MediaSense クラスタ内の個別のノードは、1 台のノードに障害が発生した場合、クラスタ内の残
りのノードが自動的にそれに参加するように機能します（使用可能なキャパシティがある場合）。
MediaSense クラスタは、クラスタ全体の障害発生時にはクラスタ間で相互に役割を引き継ぐよう
に設定することもできます。使用可能な汎用トポロジが 2 つありますが、そのどちらの場合もク
ラスタ間のロードバランシングは行われません。それらは、クラスタフェールオーバーの要件を
満たすための厳密なホット スタンバイ配置です。たとえば、片方のクラスタがキャパシティ限度
に達したときに、コールをもう 1 つのクラスタで引き継ぐことはできません。
図 10：スペア キャパシティ付きリング
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このトポロジでは、複数のクラスタがフェールオーバー リング上に配置されます。通常、クラス
タ A で処理することになっているすべてのコールは、クラスタ A によって処理されます。クラス
タ B およびクラスタ C の場合も同様です。ただし、コール コントローラ（Unified Border Element
または Unified Communications Manager）は、通常のターゲットである MediaSense クラスタへの
コールの録音を送信できないときには、リングの次のサーバに送信するよう設定されます。この
場合、クラスタ A のコールはクラスタ B に、クラスタ B のコールはクラスタ C に、クラスタ C
のコールはクラスタ A に転送されます。このコール転送では、各クラスタを、自身の負荷に加え
て先行するクラスタでの負荷に対応できる十分な余剰キャパシティでプロビジョニングする必要
があります。フェールオーバーするコールをリング上の次のクラスタにではなく残りのクラスタ
すべてに分配するように設定することは可能ですが複雑になります。
図 11：スペア クラスタ

このトポロジでは、予備のクラスタ全体が 1 つプロビジョニングされますが、これは他のクラス
タの 1 つで障害が発生した場合以外には使用されません。この図のクラスタ D が予備です。クラ
スタ A、B、C はクラスタ D にフェールオーバーするように設定されています。
設定の方法
この 2 つのフェールオーバー トポロジは同じ手法を使用します。これらの場合、SIP Options Ping
（またはそれがないこと）に依存して、1 つのクラスタ全体がダウンしたときにコール コントロー
ラにそれを認識させます。この手法は、Unified Border Element ダイヤル ピアおよび Unified
Communications Manager によって制御される分岐の場合に機能しますが、設定は両者の間で若干
異なります。
Unified Border Element ダイヤル ピア分岐の場合、各 Unified Border Element は、録音を同じクラス
タ内の 2 つの別々のノードに分岐させ、指定のフェールオーバー クラスタ内の 2 つの別々のノー
ドにフォローされるように設定する必要があります。通常、まず招待はすべて第 1 クラスタ内の
ターゲットノードに行き、そのノードが、クラスタ内のすべてのノードに均等にロードバランシ
ングされるようにします。最初のターゲット ノードがダウンすると、SIP Options Ping に対する応
答を停止します。その後、Unified Border Element はそのノードへの招待の送信を停止し、代わり
に第 1 クラスタ内の 2 番目のターゲット ノードに送信します。そしてこのノードは、招待がクラ
スタ内の残りすべてのノードに均等に行くようにします。
クラスタ全体の障害が発生した場合、最初の 2 ノードの両方が SIP Options Ping への応答を停止し
ます。Unified Border Element は指定されたフェールオーバー クラスタ内にある 3 番目のターゲッ
ト ノードに招待を送信し始めます。
いずれかのノードがオンラインに戻ると、それが SIP Options Png に再度応答し始め、Unified Border
Element は再びそのノードに招待を送信するようになり、効果的に通常の動作に復帰します。
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（注）

録音プロファイルをラウンド ロビン方式で設定しても（つまり、連続した招待を連続的に設
定した各ノードに送信し、順序の最後のノードの次には最初のノードに送信する）クラスタ
フェールオーバーの実行には役立ちませんが、Unified Communications Manager のトップダウン
アプローチが使用できます。最初の 2 つの送信先を 1 番目のクラスタ内のノードに指定し、2
番目のクラスタ内のノードを2つ続けて指定するように設定できます。これで、フェールオー
バーとリカバリが Unified Border Element のシナリオと同様に行われます。

バックアップ、復元、アーカイブ
MediaSense では、組み込み型のシステム レベルのバックアップと復元機能は提供されません。代
わりに、システム、メタデータ、およびメディア ディスクに対し VM バックアップ方式を使用す
ることができます。ただし、予測不可能なパフォーマンスへの影響を考慮して、VMware 仮想マ
シンのスナップショット機能は、ソフトウェアアップグレードプロセスの一部として使用する以
外は MediaSense で使用しないでください。

（注）

VM バックアップを MediaSense に使用する場合は、VM はノードごとでしかバックアップされ
ませんが、MediaSense はクラスタ モデルで機能することを理解しておくことが重要です。
そのため、拡張ノードをバックアップするときは、メタデータはプライマリおよびセカンダリ
ノードに保存されているので、そのノード上の録音に関するメタデータのいずれもキャプチャ
されません。同様に、プライマリ ノードをバックアップする場合は、そのプライマリ ノード
に物理的に存在する録音のみをキャプチャすることになります。
他の正常な復元シナリオと同様に、そのノードの最後のバックアップまでにキャプチャされた情
報のみを回復できます（最後のバックアップの後にキャプチャされた情報は失われます）。
MediaSense では、そのノードの最後のバックアップ以降にそのノードでキャプチャされた録音は
失われますが、メタデータは失われません。プライマリまたはセカンダリ ノードに保存されてい
るメタデータはそのまま残ります（復元中のプライマリまたはセカンダリ ノードであっても）。
個々の記録されたセッション レベルでは、2 つのオプションが使用可能です。1 つ目は、MediaSense
が提供するアーカイブ機能です。これにより、設定した経過時間よりも古いすべての録音がメタ
データと一緒にユーザが選択した SFTP ロケーションに mp4 形式で自動的に送信されます。
MediaSense は、2 分間の平均通話時間に基づき、十分なネットワーク帯域幅が使用できると仮定
して、1 日に 1 つのノードにつき最大約 14,000 のセッションをアーカイブできます。平均セッショ
ン時間を長くするとアーカイブの速度が遅くなります。
2 つ目は、録音を明示的に mp4 または wav 形式に変換し、選択した場所にダウンロードすること
によって、個々の録音を選択的に保存することができます。これは、どの録音をいつアーカイブ
するかを決定するためのビジネスに適切な選択方式を適用できるカスタム MediaSense API クライ
アントの制御下で実現されます。
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MediaSense ノードのバックアップ
MediaSense ノードをバックアップするには、次の手順を使用します。

はじめる前に
OVF にエクスポートする前にすべての CD/DVD/フロッピーが仮想マシンから切断されていること
を確認します。仮想マシンは、VMware インストール/アップグレード ツールに接続してはいけま
せん。

手順
ステップ 1

VMware vSphere クライアントで、vCenter Server の IP アドレスまたはホスト名を使用して、root
ユーザ名およびパスワード クレデンシャルを入力し、VMware vSphere Hypervisor 5.1 サーバにロ
グインして接続します。
[vSphere Client] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

バックアップを実行する仮想マシンの電源をオフにします。これには、次の 2 つの方法がありま
す。
• 仮想マシンを右クリックし、[電源（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。
• メニュー バーで、[インベントリ（Inventory）] > [仮想マシン（Virtual Machine）] > [電源
（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。
確認メッセージが表示されます。

ステップ 3

[はい（Yes）] をクリックします。
選択した仮想マシンの電源がオフになります。

ステップ 4

メニュー バーで、[ファイル（File）] > [エクスポート（Export）] > [OVF テンプレートのエクス
ポート（Export OVF Template）] を選択します。
[OVF テンプレートのエクスポート（Export OVF Template）] 画面が表示されます。

ステップ 5

[OVF テンプレートのエクスポート（Export OVF Template）] 画面で、次の手順を実行します。
a) デフォルトでは、選択した仮想マシンの名前がシステムに表示されます。
（注）

仮想マシンの名前をメモしておくことを推奨しま
す。

b) [ディレクトリ（Directory）] テキスト ボックスに、バックアップを実行するフォルダまたは
ディレクトリのパスを入力します。[参照（Browse）] アイコンをクリックすることで場所を確
認できます。
c) [形式（Format）] ドロップダウン リストから、[ファイルのフォルダ（OVF）（Folder of Files
(OVF)）] を選択します。
d) [説明（Description）] テキスト ボックスに、バックアップの説明を入力します。
e) [OK] をクリックして、バックアップを続行します。
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[エクスポート中（Exporting）] ダイアログボックスが表示され、バックアップの進行状況の割合
が表示されます。

次の作業
バックアップを指定した場所に保存した後、仮想マシンを復元できます。

バックアップからの MediaSense ノードの復元
バックアップから MediaSense ノードを復元するには、この手順を使用します。

はじめる前に
仮想マシンを復元する前に、復元元のバックアップを 1 つ作成する必要があります。

手順
ステップ 1

VMware vSphere クライアントで、vCenter Server の IP アドレスまたはホスト名を使用して、root
ユーザ名およびパスワード クレデンシャルを入力し、VMware vSphere Hypervisor 5.1 サーバにロ
グインして接続します。
[vSphere Client] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[ファイル（File）] > [OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）] の順に選択します。
[OVF テンプレートの展開（Deploy OVF Template）] が表示されます。

ステップ 3

MediaSense の復元元のパスを入力するか参照して [次へ（Next）] をクリックします。
選択した OVF テンプレートの詳細が表示されます。

ステップ 4

配置済みテンプレートの名前と場所を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。
（注）

名前はインベントリ フォルダ内で一意にする必要がありま
す。

ステップ 5

仮想マシン ファイルの保存場所を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

保存する仮想ディスクの形式を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
導入設定が表示されます。

ステップ 7

[終了（Finish）] をクリックして導入を開始します。
[テストの導入中（Deploying Test）] 画面が表示され、導入の進捗が表示されます。

ネットワークの冗長性と NAT
ネットワークの冗長性機能（NIC チーミングなど）は、ハードウェア レベルで提供されてハイ
パーバイザによって管理される場合があります。MediaSense 自体は、ネットワークの冗長性に関
与することはなく、まったくそれを認識しません。
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ネットワーク アドレス変換（NAT）は、MediaSense の検索と再生アプリケーションを実行するデ
スクトップなどの API クライアント マシンを含むいかなるピア デバイスと MediaSense との間で
も使用できません。任意の MediaSense ノードは 1 つの IP アドレスによってのみ認識できます。
さまざまな API 応答とリダイレクトには内部メディア リソースにアクセスするための完全な URL
が含まれます。クライアントが認識していない IP アドレスを使用するように埋め込んだ URL は
正常に機能しません。
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ユーザ認証と管理
MediaSense は、API ユーザ、アプリケーション管理者およびプラットフォーム管理者の 3 種類の
ユーザをサポートしています。アプリケーション管理者とプラットフォーム管理者は、それぞれ
1 人のみ存在します。これら両方のユーザはインストール時に設定され、これらのクレデンシャ
ルは MediaSense 上に保存されます。インストールの完了後、任意の数の API ユーザを設定できま
す。
API ユーザに関して、MediaSens は、Unified Communications Manager のユーザ管理を使用します。
Unified Communications Manager のエンド ユーザとして設定されたユーザを MediaSense の API ユー
ザとして設定することができます。ユーザは、いったん MediaSense にログインすればすべての
API 機能にアクセスできます。API クライアントは MediaSense API 要求を使用してサインインし
ますが、MediaSense は AXL サービスを使用して実際のユーザ認証を Unified Communications Manager
に委任します。API ユーザ パスワードは Unified Communications Manager だけで保持され、
MediaSense にはコピーされません。
MediaSense は現在、複数のロールと承認をサポートしていません。
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MediaSense API とイベント
MediaSense API のやりとりはすべて、セキュアな HTTPS 上で実行されます。すべての API 要求は
JSESSIONID ヘッダー パラメータによって示される認証済みセッション内で発行する必要があり
ます。認証はスペシャル サインイン API 要求によって実行されます。ただし、SWS イベントは、
HTTP を使用してクライアントに配信されるのみで、イベント配信に関して HTTPS は現在サポー
トされていません。デフォルトでは、MediaSense は自己署名証明書を使用しますが、お客様が独
自の証明書をインストールすることもできます。証明書がクライアントによって提供されると、
MediaSense は常にそれを承認し、それらの信頼性の確認は行いません。

クラスタの内部通信
MediaSense クラスタ内のコンポーネントは HTTP または Java Messaging Service（JMS）の非暗号
化接続を介して相互に通信します。これらの通信のやりとりの仕様は文書で公開されてはいませ
んが、セキュアであるとみなすことはできません。

メディア出力 URI
多くの HTTP、HTTPS、RTSP の URI を、各記録セッションに関連付けることができます。HTTPS
URI は、定義上、セキュアですが、その安全性は伝送方法のレベルに限定されます。メディア コ
ンテンツは HTTPS でセキュアにダウンロードされます。この URI は、ユーザや機器によっては
セキュアでない状態で送信される可能性があります。
権限のないユーザがこれらのメディア出力 URI を不適切に使用することを防ぐため、MediaSense
は、それらの URI が使用されるたびに HTTP-BASIC 認証クレデンシャルを提供するように要求し
ます。クライアントは、有効な記録メディアにアクセスする前に自身が正当な API ユーザとして
認証を受ける必要があります。この認証は、通常は非常に高速ですが、完了するまでに最大 4 秒
かかる場合もあります。

アップロードされたメディア ファイル
ViQ、VoH および VoD 用にビデオをアップロードするには、管理者クレデンシャルが必要です。
管理インターフェイスには、以前にアップロードされた MP4 ファイルのダウンロードに使用でき
るリンクが含まれています。管理者クレデンシャルはインターフェイスにアクセスするために必
要で、API ユーザ クレデンシャルはリンクをダウンロードするために必要です。

メディア出力
Secure RTP（sRTP）またはその他の手段を使用した、転送中メディアの暗号化は、現在サポート
されていません。
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メディア ストレージ
ディスク スループットの要件を満たしている場合、メディアを暗号化された SAN に保存できま
す。SAN の暗号化のプロビジョニングおよび設定は、MediaSense 情報の範囲外です。
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レポートとコール相関
MediaSense メタデータ データベース内の利用可能な情報は次のものに限定されます。
• Unified Border Element または Unified Communications Manager の SIP 招待で提供されるデー
タ
• クライアント アプリケーションによって挿入されたタグ
• MediaSense 内で生成される情報。
他のコンポーネントとのリアルタイムの相関には、Cisco-Guid と呼ばれる識別子を使用します。
この識別子は通常、Cisco IOS デバイス（Unified Border Element やゲートウェイなど）、または
Customer Voice Portal（CVP）によって作成され、コールで検出される他のコンポーネントに転送
されます。これは、コンポーネント間でコールをリアルタイム、または履歴で関連付けるために
使用されます。
ただし、Unified Communications Manager が管理する録音の場合、MediaSense は Cisco-Guid を受
信しません。
MediaSense の録音を他のソリューションのコンポーネントのコール履歴と関連付けるには他の識
別子が使用されますが、リアルタイムで録音を関連付ける唯一の方法は、Unified Communications
Manager と TAPI または JTAPI で接続することです。
デバイスの内線番号は、MediaSense と Unified CCE の両方で使用でき、データを関連付けるため
に利用できます。ただし、これは、デバイスや内線番号ではなく、回線が Unified Communications
Manager で録音用に設定されている（回線と内線番号には必ずしも 1 対 1 の対応はない）ため、
問題になることがあります。ある電話機に 2 回線または 2 つの内線番号がある（または、ある内
線番号が 2 台の電話機に割り当てられている）場合、あいまいさが生じる可能性があります。
コール関連付けテクノロジーに関する詳細情報については、http://docwiki.cisco.com/wiki/FAQs_
for_Cisco_MediaSense を参照してください。
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サービスアビリティと管理
MediaSense は、MediaSense サーバの追加と設定、ユーザ管理、ストレージ管理パラメータの確
認と設定などの管理業務用に Web ベースのユーザ インターフェイスを提供します。
このインターフェイスは、製品の保守に必要なサポート システム サービスアビリティ機能への
アクセスを提供します。MediaSense はこれらの機能の大部分を Real Time Monitoring Tool（RTMT）
で提供します。これは Unified Communications Manager およびシスコの他の音声製品と似ていま
す。RTMT は MediaSense サービスアビリティ Web ページから Microsoft Windows の任意のシス
テムにダウンロードできるシック クライアントです（他のオペレーティング システムはサポー
トされていません）。
RTMT は、次の機能を提供します。
• MediaSense サーバからの特定のタイプおよび特定の期間のログ ファイルの収集。ログをダ
ウンロードせずに表示できるリモート ログ ブラウジングも利用できます。
• （システム状態を含む）アラートの表示。システム状態とは、サーバや重要なサブシステ
ムの一時的または永続的な停止、オーバーロード状態、依存関係のあるサービスへの接続
の喪失など、サービスに影響する状態のことです。システム状態を設定またはクリアする
イベントは SYSLOG サーバに送信されるようにしたり、またはそのイベント発生時に電子
メールによるプロアクティブな通知を行わせることもできます。
• システムとアプリケーションの両方のレベルでのさまざまなカウンタ、統計、およびパ
フォーマンス測定値の表示とグラフ化。これには、パーティションでの使用容量や任意の
指定時刻での進行中の録音数などが含まれます。RTMT では、これらのデータに対して、
ある値を超えたときに [アラート（Alerts）] 画面に表示項目を追加するためのしきい値を設
定することもできます。システム状態と同様に、これらのアラートは SYSLOG サーバに送
信されるようにしたり、またはアラート発生時に電子メールによるプロアクティブに通知
を行わせることもできます。
MediaSense には、RTMT とは別に、次の機能を管理者に提供する特殊なブラウザ ベースのサー
ビスアビリティ ユーザ インターフェイスがあります。
• 個々のサービスの開始、停止、アクティブ化、非アクティブ化。
• ログ ファイルに記録する情報のレベルとタイプの選択。
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• ヒープ メモリ、およびスレッド ダンプの要求。
• クラスタ内の他の MediaSense サーバへのアクセス。
• Windows 用 RTMT のダウンロード。
MediaSense は、その他の多数のサービス機能のためにコマンド ライン インターフェイス（CLI）
をサポートしています。これらの機能のほとんどは、Unified Communications Manager の管理者に
とってはすでにお馴染みのものでしょう。
現在、SNMP はサポートされていません。
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設計ガイダンス
• プロアクティブなストレージ管理, 95 ページ
• メディア記憶域のプロビジョニング, 96 ページ
• SIP の設定, 96 ページ
• 電話機のコーデック設定, 96 ページ
• ネットワークのプロビジョニング, 97 ページ
• スケーラブルなクエリの使用, 97 ページ
• HTTP ダウンロード要求の順次配信, 97 ページ
• アラーム モニタリング, 98 ページ

プロアクティブなストレージ管理
MediaSense には、保存優先と新規録音優先の両方のストレージ保存モードがあります。保存優先
のモードでは、システムがいかなる自動プルーニングも行わないため、クライアントは、新規録
音に使用できる領域を管理する必要があります。新規録音優先のモードでは、システムが古い録
音を自動プルーニングしますが、このプルーニング処理では、メタデータや非推奨の convertSession
API を使用して生成された mp4 ファイルを必ずしも削除するわけではありません。自動的にこれ
らの要素をクリーニングするように MediaSense を設定することもできますし、または、そのディ
スク容量の管理をクライアントでプロアクティブに担うこともできます。
新規録音優先のモードで、プルーニングされたメタデータを自動的に削除するように MediaSense
を設定していない場合、自動プルーニングされたセッションをクライアント アプリケーションで
アクティブに削除する必要があります。クライアントは、セッションのプルーニング用の API 要
求を定期的に発行するか、あるいはその代わりに、セッションのプルーニングのイベントを受信
してすでに不要になったものを明示的に削除することもできます。
保存のプライオリティを使用する場合は、自動プルーニングは行われず、クライアントは、新規
の録音に十分なディスク領域が使用可能であることを保証する全責任を負います。
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システムが新規録音優先のモードに設定され、かつプルーニングされた録音の自動削除が有効に
設定されている場合に限り、クライアントはストレージ管理に関与せずにすみます。
これらのセッション管理のアクティビティは MediaSense API を使用して呼び出されます。（詳細
については、『MediaSense Developer Guide』を参照）。プルーニングのアクティビティを定期的
に実行する場合は、通常の処理への影響を最小限に抑えるため、使用率の低い期間に実行するよ
うスケジュールします。

メディア記憶域のプロビジョニング
アプリケーション レベルで、MediaSense には 2 種類のメディア ストレージが含まれています。こ
れらはそれぞれ独自のディレクトリの場所にあります。録音ストレージは /recordedMedia と呼ば
れるパーティション内にあり、アップロードされたビデオは /uploadedMedia と呼ばれるパーティ
ション内にあります。これらは、VM レベルでそれぞれ 1 ～ 16 個の仮想ディスクからなる論理
パーティションです。仮想ディスクは、（VMware ホスト設定を使用して）サーバまたは SAN の
物理ディスクにマッピングされます。物理ディスクは、RAID コントローラを使用して設定および
管理されます。
物理ディスクは、後続の「互換性マトリクス」内の「ストレージ」の項に記載されている特定の
速度とスループットの要件を満たす必要があります。ESXi シン プロビジョニングは、ディスクで
サポートされていません。

SIP の設定
次のガイドラインは Unified Border Element 導入に適用されます。
• Unified Border Element 導入では、MediaSense に向かうダイヤル ピア上で SIP アーリー オファー
を使用します。これがデフォルトの設定です。Unified Communications Manager のみ、オプ
ションなしの Delayed Offer を実行します。
• MediaSense に向かうダイヤル ピアまたはトランクで SIP over TCP を使用します。
• MediaSense に向かうトランクまたはダイヤル ピアに SIP Options Ping サポートを設定します
（単一ノード導入の場合を除く）。この機能は、MediaSense クラスタのフェールオーバーに
対するサポートとともにマルチサーバ MediaSense 導入に対するフェールオーバーのサポート
を大幅に向上させます。

電話機のコーデック設定
Unified Communications Manager 録音の場合、新しい一部の Cisco IP Phone は iLBC または iSAC と
いうコーデックをサポートしており、Unified Communications Manager はそれらのネゴシエーショ
ンをすることがあります。しかし、MediaSense はまだこれらのコーデックを受け入れないため、
Unified Communications Manager サービス パラメータ設定で録音が有効になっているデバイスに対
してそれらのコーデックを無効にする必要があります。
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Jabber エンドポイントも G.722.1 と呼ばれるコーデックをサポートしていますが、これは G.722 と
はまったく異なるもので、MediaSense ではサポートされていません。Jabber エンドポイントを使
用している場合、G.722.1 をコーデックの優先順位リストの一番下に移動させて選択されないよう
にする必要があります。

ネットワークのプロビジョニング
RTP メディアを伝送する Unified Border Element インターフェイスは、次の要件を満たすように設
定する必要があります。
• 固定 1 ギガビット以上の速度
• 全二重
• 自動ネゴシエーションに依存しない
自動ネゴシエーションは、100 メガビットの速度が利用可能である場合でも失敗することがあり
ます。100 メガビットの速度が正常にネゴシエートされた場合でも、大量のコール負荷を処理す
るには十分な速度ではありません。
MediaSense などの録音サーバは大量のネットワーク トラフィックを受信しますが、それ自体が生
成するトラフィックは比較的少ないものです。このようなトラフィックの非対称性が、ネットワー
ク スイッチの MAC アドレス転送テーブル エントリの飽和につながり、その結果、ネットワーク
でフラッディングが発生する場合があります。ネットワーク管理者がネットワーク スイッチング
装置を設定する場合には、このことを考慮する必要があります。

スケーラブルなクエリの使用
MediaSenseでは、非常に柔軟な方法でメタデータを検索するための APIが提供されます。MediaSense
サーバの通常の動作にほとんどまたはまったく影響を与えずに多くのクエリを実行している間に、
大きな影響を及ぼすクエリを構成することができます。MediaSense は、同時に処理するクエリの
数を制限しますが、個々のクエリの相対コストは考慮しません。クエリ API を使用するお客様は、
『MediaSense Developer Guide』で確認できるスケーラブルなクエリの書き込みに関するガイドラ
インを確認し順守する必要があります。

HTTP ダウンロード要求の順次配信
一部のお客様は、MediaSense を長期的なアーカイブというよりもそれらのファイルの一時保管場
所として扱い、HTTP ダウンロード機能を使用してすべての録音のコピーを作成します。こうし
たダウンロード要求を 1 日に 1 回などの定期的間隔でまとめて発行する場合もあります。リソー
ス使用の観点からは、これらの要求が時間軸上に、より均等に分散される方が望ましいと言えま
す。たとえば、セッションの ENDED イベントを使用して、コールの録音が終了次第ダウンロー
ドを開始するようにします。
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アラーム モニタリング
管理者の注意によってアラームを上げる必要があるさまざまな状況が考えられます（システムの
状態）。これらの状態は、RTMT のアラーム ページだけでなくシステム ログでも確認できます。
RTMT を使用して、SYSLOG サーバに送信したり、指定した電子メール アドレスに電子メールを
送信するようにこれらのアラームを設定できます。MediaSense は現在 SNMP アラームをサポート
していません。
これらの方法のうち少なくとも 1 つを使用して、MediaSense サーバの状態をアクティブにモニタ
する必要があります。
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UnifiedCommunicationsManagerのネットワー
クベースの録音
Unified Communications Manager のネットワークベースの録音（NBR）を使用すると、ゲートウェ
イを使用して通話を録音できます。 NBR によって、Unified Communications Manager はデバイ
ス、場所、地域に関係なく、通話録音をルート指定できます。 NBR では、通話録音のメディア
ソースは、IP フォンまたは SIP トランクを介して Unified Communications Manager に接続された
ゲートウェイから提供されます。 Unified Communications Manager は、コール フローおよびコー
ル参加者に基づいて、動的に適切なメディア ソースを選択します。
MediaSense は、Unified Border Element を使用して IP 間メディア分岐に対して Unified Communications
Manager NBR をサポートしています。

（注）

MediaSense は、TDM から IP へのメディア分岐と Unified CVP によって処理された コールに対
する NBR はサポートしていません。
NBR 用の Unified Communications Manager の設定では、特に通話録音のために NBR または BiB
の推奨送信元を使用するように電話機が設定されている場合に、フォールバック機能がベスト
エフォートで提供されます。 Unified Communications Manager はプリファレンスに従うよう努め
ますが、優先録音をできない場合は、自動的に代替機にフォールバックします。 したがって、
発信者とエージェントの視点両方を録音するように電話機を簡単に設定できます。 NBR 優先録
音では、すべてのコールが NBR を使用してルータから分岐されます。ただし、エージェント対
エージェントのコンサルト コールは BiB によっても録音されます。 さらに、NBR と BiB の両方
が xRefCi 形式の録音セッション識別を使用されているので、これらのコール セグメントはすべ
て一緒に関連付けることができます。
推奨される分岐メカニズムとして NBR を使用する理由は次のとおりです。
• NBR は、ネットワークベースの Unified Border Element の録音と単純な BiB 分岐の両方を提
供します。
• 個別の録音設定が必要ないため、サービス統合型ルータ（ISR）が利用できない場合、NBR
は BiB に自動フォールバックを提供します。 これは、Unified Border Element でコンサルト
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コールを録音できず、BiB を別途有効にする必要があるため、お客様がエージェント対エー
ジェントのコンサルト コールを録音ポリシーに含める必要がある場合に便利です。
• NBR コールと BiB コールの両方を Unified Communications Manager JTAPI から利用できる
xRefci を使用して関連付けることができます。CISCO-GUID は必要ありません。つまり、
CTI サーバまたは CTIOS 接続が必要ないことを意味します。
• 単一の相関識別子があるので、コンポーネント間の相関関係はより強力で、コール フロー
に関係なく一様に実行できます。
• NBR を使用して、TDM ゲートウェイの録音はルータの容量を分割することなく自動的に使
用されます。

（注）

TDM ゲートウェイの録音は、MediaSense 10.5(1)でサポートされていません。

• NBR を使用して、直接ダイアルされた発信コールとダイヤラが開始した発信コールを、他
のソリューションコンポーネントでのそれらのアピアランスと関連付けることができます。
表 4：NBR、BiB、および Unified Border Element ダイヤル ピア分岐の違い

NBR 分岐
Media Forking

BiB 分岐

Unified Border Element ダイ
ヤル ピア分岐

ISR から MediaSense にメ 電話機から MediaSense ISR から MediaSense にメ
ディア ストリームを送信 にメディア ストリーム ディア ストリームを送信
します
を直接送信します
します
（ネットワーク帯域幅
要件がある場合に重
要）

Unified Communications ISR から MediaSense へ
SIP シグナリン Unified Communications
Manager から MediaSense Manager から
グ
へ
MediaSense へ
Media Types

フォークのみの音声メ
ディア。

フォークのみの音声メ
ディア。

フォーク、音声およびビデ
オ メディアの両方（特に
MediaSense 10.5 へ）。

Unified Communications
Manager の電話機に到
達するコールを録音し
ます。

コールが電話機に到達しな
くても、コールと IVR イ
ンタラクションを録音しま
す。

発信者の視点からコール 分岐電話機の視点から
を録音します。
コールを録音します。

発信者の視点からコールを
録音します。

IVR インタラク Unified Communications
ションの録音 Manager の電話機に到達
するコールを録音しま
す。
録音の視点
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NBR 分岐

BiB 分岐

Unified Border Element ダイ
ヤル ピア分岐

保留/再開また
は転送時にコー
ルを単一のセッ
ションとして録
音するかまたは
複数のセッショ
ンとして録音す
るか

保留/再開および転送時に
コールの新しいセッショ
ンがトリガーされます。
Unified Communications
Manager 10.0 以降では、
メディアを分岐する電話
機ではない遠端電話機か
らコールが転送される場
合に新しいセッションも
トリガーされます。

保留/再開および転送時
にコールの新しいセッ
ションがトリガーされ
ます。 Unified
Communications Manager
10.0 以降では、メディ
アを分岐する電話機で
はない遠端電話機から
コールが転送される場
合に新しいセッション
もトリガーされます。

コーデックがコールの存続
期間中に変化する場合を除
き、コール全体が単一の
セッションとして常に録音
されます。

コール相関

当該コールのさまざまな
セグメントの Unified
Communications Manager
コール ID と一致する
xRefCi 値を持つセッショ
ンを MediaSense で検索す
る必要があります。 この
値は、Unified
Communications Manager
JTAPI および Unified
Communications Manager
CDR のレコードから入手
できます。

当該コールのさまざま
なセグメントの Unified
Communications Manager
コール ID と一致する
xRefCi 値を持つセッ
ションを MediaSense で
検索する必要がありま
す。 この値は、Unified
Communications Manager
JTAPI および Unified
Communications Manager
CDR のレコードから入
手できます。

当該コールの Cisco-GUID
と一致する CCID 値を持つ
セッションを MediaSense
で検索する必要がありま
す。

NBR は次について解決しません。
• 両方のエージェントで録音がイネーブルになっているときの、エージェント対エージェン
トのコンサルト コールにおける不要な重複録音。
• Unified Communications Manager 10.0 以降では、コールは複数の録音セッションに分裂し、
数が増えます。
次の場合は NBR は推奨されていません。
• IVR アクティビティの録音（Unified Border Element ダイヤル ピア分岐が必要）
• 分岐されたビデオの録音（Unified Border Element ダイヤル ピア分岐が必要）
• 顧客が Unified Communications Manager 10.0 へのアップグレードを希望しない場合
• 顧客が Unified Communications Manager の代わりに他のコール コントローラを使用する場合
• サーバ プラットフォーム, 102 ページ
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• ハイパーバイザ, 102 ページ
• ストレージ, 102 ページ
• 他のソリューション コンポーネントのバージョン, 103 ページ
• 電話機, 104 ページ
• Web ブラウザ, 107 ページ
• MediaSense のアップグレード, 107 ページ

サーバ プラットフォーム
MediaSense は、仕様ベースの仮想化をサポートしています。この機能で、シスコは多数の特定の
ハードウェア設定を大規模に検証し（検証済み参照構成（TRC）として知られています）、使用
できる仕様のセットを導出しています。これを使用してパートナーやお客様はシスコや他のベン
ダーから同等のハードウェア モデルを選択できます。
異なるハードウェア ソリューションに対し Cisco TAC が提供するサポートのレベルには差があり
ます。詳細については、http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware を参照
してください。
TRC モデルおよびサポート対象のサーバ仕様の詳細な一覧は、http://docwiki.cisco.com/wiki/
Virtualization_for_Cisco_MediaSense で確認できます。
サーバ構成は、直接接続されたディスク（DAS）があるものとないものに分類されます。ディス
クレス サーバの場合は、ファイバ チャネル SAN をプロビジョニングする必要があります。DAS
サーバの場合は、ファイバ チャネル SAN は任意です。選択したサーバが必要なメディア ストレー
ジの容量を保管するのに十分なディスク領域を確実にサポートできるようにし、仮想化 Wiki に示
された最小ディスク構成とパフォーマンスの要件を確実に満たすことが重要です。
C シリーズ サーバを発注するときは、書き込みキャッシュ用のバッテリ バックアップまたは Super
Cap オプションを必ず含めてください。

ハイパーバイザ
VMware ハイパーバイザが必要です。MediaSense はベアメタル ハードウェア上で実行するように
は設計されていません。
サポートされるハイパーバイザの一覧については、http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_MediaSense_
Compatibility_Matrixを参照してください。

ストレージ
MediaSense は、ストレージを 2 つの目的に使用します。1 組のディスクには運用ソフトウェアと
データベースを保持し、もう 1 組のディスクはメディア ストレージ用となります。この 2 種類の
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ストレージには、大きく異なるパフォーマンスとキャパシティの要件があります。シン プロビ
ジョニングは、どのような MediaSense ディスクでもサポートされていません。
録音済みメディア ストレージ：クラスタごとに最大 60 TB がサポートされ、5 台の各サーバに 12
TB ずつに分割されます。これは理論上の最大値で、SAN ストレージを使用する場合にのみ実現
できます。直接接続されたディスク（DAS）を使用する場合、サーバで使用可能な物理領域に限
定されます。
アップロード済みメディア ストレージ：アップロードされたメディアに要するストレージはずっ
と少なくなりますが、これも最大 60 TB がサポートされ、5 台の各サーバに 12 TB ずつ分割され
ます。
直接接続されたディスク（DAS）を使用する場合、最初の 2 台のディスク（運用ソフトウェアお
よびデータベース用）は RAID 10 として設定する必要があります。
SAN を使用する場合は、ファイバ チャネルで接続された SAN だけがサポートされており、SAN
は、サポート対象のSAN製品に対するシスコの仕様に基づいて選択する必要があることに注意し
てください（http://www.cisco.com/go/swonly の『Cisco Unified Communications on the Cisco Unified
Computing System』を参照）。SAN ストレージは、各 MediaSense 仮想マシン用のディスク パフォー
マンス仕様を満たすか、上回るように設計する必要があります。これらの仕様はノード単位です。
ノードが同じ SAN を共有する場合、その SAN は、これらの仕様にノード数を掛けた値をサポー
トするように設計する必要があります。次のリンク先の仕様を満たす限り、セキュリティ上の理
由から、メディア ストレージ用に暗号化された SAN を使用することも可能です。
MediaSense 用ディスクのパフォーマンスに関する現在の仕様については、http://docwiki.cisco.com/
wiki/Virtualization_for_Cisco_MediaSense を参照してください。
UCS-E ルータ ブレード モジュールには固定ディスク ハードウェアが付属しており、各モジュー
ル タイプの MediaSense の拡張性の制限は、実際のパフォーマンス特性に応じて設計されていま
す。この仕様を満たすためにディスク アレイを設計する必要はありません。ただし、すべてのド
ライブは手動で RAID-1 として設定する必要があります。
また、これらのモジュールでは、必須のダウンロード可能 .OVA テンプレートが自動的にディス
クを 80 GB のドライブ 2 基と 210 GB のドライブ 1 基に分割してフォーマットします。これらの
モジュールで追加の使用可能ディスク領域を持つものでは、使用するアプリケーションに最も適
したアップロード済みメディア用、または記録メディア用の追加の領域を設定できます。

他のソリューション コンポーネントのバージョン
MediaSense は Unified Communications Manager および Cisco IOS のバージョンとだけ依存関係があ
ります。Unified CVP や Unified CCE とは特定の依存関係はありません。
ただし、MediaSense と Unified CVP の両方を導入し、これら 2 製品が同じルータを共有する場合
は、そのルータで実行する Cisco IOS リリースが両製品と互換性のあるものである必要がありま
す。導入時にこの点を各製品の互換性マトリクスで確認することが重要です。
MediaSense に関する現在の互換性マトリクス情報については、http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_
MediaSense_Compatibility_Matrix を参照してください。
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電話機
• Unified Border Element ダイヤル ピア分岐については、すべてのシスコ製電話機がサポートさ
れます。
• エンドポイント ベースの分岐（別名 Built-in-Bridge または BiB 分岐）については、BiB テク
ノロジーをサポートするすべてのシスコ製電話機がサポートされますが、十分な帯域幅を保
証する必要があります。BiB 分岐によって、次の 5 つまでのメディア ストリームが生じる場
合があります。
◦ 会話に関連する 2 つのオーディオ ストリーム（ユーザの電話機のインとアウト）。
◦ 電話機からレコーダーに送信される 2 つのオーディオ ストリーム（インとアウトのスト
リームのコピー）。
◦ サイレント モニタリングの場合の 1 つのオーディオ ストリーム。

（注）

シスコ製電話機は、現在、ビデオの分岐はできません。

• ネットワークベースの録画については、Cisco Unified Communications Manager がサポートす
るすべての電話がサポートされています。
• 直接録音については、すべてのシスコ製電話機が音声およびビデオ メディアの両方に対して
サポートされています。
• アップロード済みビデオのアウトバウンド ストリーミングについては、次の表に示すオー
ディオ コーデックに対応したシスコ製電話機が、そのビデオの解像度を処理できる限り、サ
ポートされます（Unity Connection 統合で記録されたビデオ メッセージにも同じことが当て
はまります）。ほとんどのシスコ製エンドポイントは、受信した解像度を自動的にスケーリ
ングできますが、一部の機種（Cisco 9971 など）では、ダウンスケーリングはできません。
次の表に、サポートされるデバイスとコーデックの一部を示します。

Cisco MediaSense 設計ガイド リリース 11.0(1)
104

Unified Communications Manager のネットワークベースの録音
電話機

表 5：サポートされるデバイスとコーデック

エンドポイ エンドポ Unified
直接録
ントのカテ イント分 Border
音
Element
分
ゴリ
岐
岐

ViQ および
VoH 用のアウ
トバウンド
ストリーミン
グ

Unity
テストおよび検証された
Connection モデル
ビデオ
メッセー
ジ

オーディオ オーディ オーディ
オ
ハード フォ オ
（g.729、 （g.729、
ン
g.711µLaw g.711µLaw
および
および
aLaw、
aLaw、
g.722）
g.722）

オー
ディオ
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722）

オーディオ
適用なし
（g.729、
g.711µLaw、
g.722）

BiB をサポートするすべ
てのシスコ製電話機。

Cisco IP
オーディ オーディ
Communicator オ
オ
（CIPC） （g.729、 （g.729、
g.711µLaw g.711µLaw
および
および
aLaw、
aLaw、
g.722）
g.722）

オー
ディオ
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722）

オーディオ
適用なし
（g.729、
g.711µLaw、
g.722）

Cisco IP Communicator
（CIPC）v 7.0(1) 以降。

最新の一覧は、http://
developer.cisco.com/web/
sip/wikidocs の "Unified
Communications Manager
Silent Monitoring
Recording Supported
Device Matrix" で参照で
きます。

ビデオ

ビデオ
ビデオ
コールか
らのオー
ディオ ス
トリーム
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722）
Cisco
Jabber

オーディ
オ
（g.729、
g.711µLaw、
および
aLaw）

オーディ
オ（g.729
および
g.711µLaw）

オー
ディオ
（g.729
および
g.711µLaw）
ビデオ

オーディオ
（g.729 およ
び
g.711µLaw）
ビデオ

オーディ Windows、Mac、iPad 用
オ
Cisco Jabber。
（g.711µLaw）
ビデオ
（最大解
像度
640X480）
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エンドポイ エンドポ Unified
直接録
Border
ントのカテ イント分
音
Element 分
ゴリ
岐
岐

ViQ および
VoH 用のアウ
トバウンド
ストリーミン
グ

Unity
テストおよび検証された
Connection モデル
ビデオ
メッセー
ジ

ビデオ対応 オーディ オーディ
オ
オ
電話機
（g.729、 （g.729、
g.711µLaw g.711µLaw
および
および
aLaw、
aLaw、
g.722）
g.722）

オーディオ
（g.729、
g.711µLaw、
g.722）

オーディ 9971、9951、7985。
オ
ビデオ メッセージは
（g.711µLaw） g.711（uLaw または
ビデオ
aLaw）および h.264 を使
（最大解 用する Cisco 9971（また
像度
は類似機種）電話機でだ
640X480） け機能します。

オー
ディオ
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722）

ビデオ

ビデオ
ビデオ
コールか
らのオー
ディオ ス
トリーム
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722）
テレプレゼ 未サポー オーディ
オ
ンス エンド ト
（g.729、
ポイント
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722、
AAC-LD）

オー
ディオ
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722、
AAC-LD）

ビデオ
ビデオ
コールか
らのオー
ディオ ス
トリーム
（g.729、
g.711µLaw
および
aLaw、
g.722、
AAC-LD）
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サポートされている電話
機の詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/
us/td/docs/voice_ip_comm/
connection/10x/design/
guide/10xcucdgx/
10xcucdg070.html を参照
してください。

オーディオ
（g.729、
g.711µLaw、
g.722、
AAC-LD）
ビデオ

オーディ EX-60、EX-90 および
オ
SX-20。
（g.711µLaw） 録音には、EX-60 は
ビデオ
g.711uLaw/aLaw または
（最大解 CSCul00473 による g.722
像度
用に設定する必要があり
640X480） ます。他のデバイスは
AAC-LD もサポートでき
ます。AAC-LD メディア
分岐には、Unified Border
Element IOS 15.3(3)M1 以
降が必要です。
アウトバウンド スト
リーミングについては、
g.711aLaw はサポートさ
れませんが、AAC-LD は
サポートされます。
CTSシリーズは、どの目
的にもサポートされませ
ん。
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Web ブラウザ
Web ブラウザは、MediaSense サーバのサービスアビリティ機能と管理機能にアクセスするために
使用されます。MediaSense でサポートされるブラウザの詳細については、次の URL にあるブラウ
ザの互換性サポートの表を参照してください。
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_MediaSense_Compatibility_Matrix
ブラウザの 1 つから検索と再生アプリケーションを実行する場合は、基盤となるオペレーティン
グ システムに応じて、Java JDK または Java JRE の最小バージョンをインストールする必要があり
ます。
基盤となる OS

最小の Java バージョン

Mac OSX

JDK または JRE 7 Update 25、64 ビット

Windows 32 ビット

JDK または JRE 7 Update 25、32 ビット

Windows 64 ビット

JDK または JRE 7 Update 25、64 ビット
（注）
MediaSense は g.729 コーデックをサ
ポートしていません。

MediaSense のアップグレード
MediaSense は、1 つ後のリリースにのみアップグレードできます。古いリリースからアップグレー
ドする場合、途中のバージョンをすべて経由する必要があります。8.5(4) より前のリリースからの
アップグレードはサポートされていません。

（注）

どのリリースが現在のリリースに直接アップグレードできるかを確認するには、『MediaSense
Release Notes』（http://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/mediasense/
products-release-notes-list.html）を参照してください。
後続の各リリースで、次に示す 1 つの例外を除き、MediaSense API に、常に上位互換性を維持す
るための小さな変更が含まれています。この例外は、リリース 8.5(4) とセキュリティ拡張が導入
されたリリース 9.0(1) の間に存在します。これらの拡張では、HTTP-BASIC クレデンシャルを提
供し、302 リダイレクトを処理するためにクライアント ソフトウェアを変更する必要があります。
これはすべての RTSP ストリーミングおよび HTTP ダウンロード要求に適用されます。
新しい VMware VM テンプレートは、リリース 9.0(1) 以前で要求された 8 GB ではなく、16 GB の
メモリをプロビジョニングするリリース 9.1(1) で提供されました。9.1(1) にアップグレードされた
サーバの場合、VM の設定は、この増加したメモリ量を予約するために手動で調整する必要があ
ります。
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リリース 9.1(1) では、新しい機能が追加され、インストール後録音済みメディア ストレージのサ
イズを拡大できるようになりました。ただし、この機能は古いリリースからアップグレードされ
たシステムでは利用できません。リリース 9.1(1) 以降が新しくインストールされたシステムでの
み機能します。リリース 9.1(1) で導入され、新たにアップロードされるメディア パーティション
は、アップグレード時に自動的に作成され、インストール後に容量を拡張する機能がサポートさ
れます。
MediaSense クラスタをリリース 9.0(1) から 9.1(1) 以降にアップグレードしてから、クラスタにノー
ドを追加する場合、新しいノードは拡張可能な録音済みメディア ストレージを使用してインス
トールされますが、シスコはその柔軟性をサポートしていないことに注意してください。新規の
各ノードには、アップグレードされた各ノードで使用できる容量とほぼ同じ容量の録音領域がプ
ロビジョニングされます。クラスタ内のノード間のストレージ容量の不均衡は MediaSense の問題
を起しませんが、小さいノードでは設定された保存期間よりも前にプルーニングが発生する可能
性があります。管理者は、この動作を予測できない場合があります。

（注）

保持する録音の数とサイズに応じて、ノードをアップグレードするのに数時間かかる場合があ
ります。アップグレードの完了までに数時間待機する準備ができていることを確認してくださ
い。大規模データセットとともにノードをアップグレードする場合は、100万件の録音ごとに
さらに約 90 分かかります。
最新の仕様については、次の Wiki を参照してください。
• http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Cisco_MediaSense
• http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_MediaSense_on_UCSE
• http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_MediaSense_Compatibility_Matrix
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• パフォーマンス, 109 ページ
• 最大セッション時間, 111 ページ
• ストレージ, 111 ページ
• Unified Border Element キャパシティ, 112 ページ
• ネットワーク帯域幅のプロビジョニング, 112 ページ
• Unified Communications Manager のサイジングへの影響, 113 ページ

パフォーマンス
MediaSense でサポートされているキャパシティは、システムが起動時に選択するハードウェア プ
ロファイルの機能です。ハードウェア プロファイルは、そのノードが配置されている VM テンプ
レートに依存し、VM テンプレートは、どのようなハードウェアを導入するかに部分的に依存し
ます。（各テンプレートの詳細については、仮想マシン構成, （44 ページ）を参照してくださ
い）。ハードウェア プロファイル, （110 ページ）では、VM テンプレートの各タイプを使用する
場合の実際のキャパシティについて説明しています。
たとえば、各 7 vCPU テンプレート ノード（大規模な実稼働導入向けの標準）の場合、MediaSense
サーバは最大 12 テラバイトのディスク容量まで、継続的繁忙時のコール着信率 2 コール/秒で同
時に 400 メディア ストリーム（200 コール）までサポートします。400 は、録音、ライブ モニタ
リング、再生、.mp4 または .wav への変換、HTTP ダウンロードに使用するすべてのストリームを
表しています。これらのすべてが任意の組み合わせで発生します。変換とダウンロードは、厳密
にはストリーミング処理ではありませんが、これらもシステム リソースを同様の方法で消費し、
同等の負荷を持つと見なされます。ビデオ トラックの再生には、音声トラックの再生の 9 倍多く
のリソースを使用します。その結果、アップロードされた各ビデオの再生（1 ビデオ トラック +
1 オーディオ トラック）には 10 オーディオ トラック分の負荷が生じ、ノードあたりの最大キャ
パシティは 40 同時ビデオ再生というになります。
ある特定の時点に使用されているストリームの数を判定するときに、各処理の所要時間とともに
単位時間あたりの発生数を予測する必要があります。録音、ライブ モニタリング、再生には、そ
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れの録音にかかるのと同じ長さの時間がかかります。ビデオ再生では、1 度だけ再生するように
設定されている場合、ビデオの長さと同じ時間がかかります。保留のためのビデオ再生は、一般
に各ビデオ発信者が保留のままになっている限り存続すると推測する必要があります。.mp4 変
換、.wav 変換および HTTP ダウンロードの時間は、録音 1 分あたり約 5 秒と推測されます。
必要なサーバ数を判定するには、次のデータを評価します。
• 必要な同時オーディオ ストリームに、再生されるビデオの数の 10 倍を加算し、各ノードで
サポートされるオーディオ加重メディア ストリームの数で除算した値
• 最繁時コール着信数を各ノードの最大コール着信レートで割った数
• 保存された録音セッションに必要な容量を各ノードの最大メディア ストレージで割った値。
必要なサーバ数は、上記の 3 つの評価値の最大値と等しくなります（切り上げ）。
VoH、ViQ およびビデオ メッセージのビデオ再生は、さらに 2\- および 4-vCPU 仮想ハードウェア
では制限を受け、使用する物理ハードウェアの種類によって異なります。詳細については、ハー
ドウェア プロファイル, （110 ページ）を参照してください。
著しくパフォーマンスに影響を与えるもう 1 つの要因は、進行中の MediaSense API 要求の数で
す。これは、最大 10 またはそれを超えるキュー能力がある 7-vCPU システムでは一度に 15 に制
限されます（この数値は小規模なシステムではさらに低下します）。これらは、ノードあたりの
数ですが、プライマリとセカンダリの両方のノードが含まれる MediaSense クラスタでは倍増する
場合があります。詳細については、システムの復元力とオーバーロード スロットリング, （37
ページ）を参照してください。
メディアの出力および変換処理（モニタリング、再生、MP4 または WAV への変換、HTTP ダウ
ンロード）は、完全にクライアントの制御下にあります。クライアントは、これらの処理領域で
独自の制限を適用します。その他残りの処理（通話録音およびアップロードされたメディア ファ
イルの再生）はクライアントによる制御の対象ではありません。導入のサイズは全体的な録音/ビ
デオ再生の負荷が、クラスタ全体の必要な最大数を超えないように設定できます（適用可能な数
のモニタリング、再生、および HTTP ダウンロード処理を許可する）。録音およびビデオ再生の
負荷はすべてのサーバ間でバランスが取られます。（完全なバランスが常に達成されるわけでは
ありませんが、各サーバにほとんどの不均衡に対応できる余地があります）

ハードウェア プロファイル
MediaSense ノードをインストールすると、基盤となる仮想マシンから検出したハードウェア リ
ソースに従ってキャパシティの予測値を調整します。サーバがシスコ提供の OVA テンプレートの
1 つを使用してインストールされる場合、適切な CPU 数とメモリ容量が自動的にプロビジョニン
グされ、vCPU の数、CPU 速度、プロビジョニングされたメモリ容量からなる機能と合致するハー
ドウェアプロファイルが選択されます。ハードウェアプロファイルで決定されるものは次のとお
りです。
• サポートされる電話と等価なオーディオ コール数
• サポートされる同時 API 要求数
• サポートされる最大コール到着率
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• クラスタでサポートされる最大ノード数
• 使用可能なメディア ストレージの最大容量
• サポートされるビデオ再生数の上限
• その他の内部パラメータ
不適切な OVA テンプレートを使用したり、OVA テンプレートの適用後に仮想マシンを既存のハー
ドウェア プロファイルのどれにも正確に一致しないような構成に変更すると、サーバはサポート
されていないものと見なされ、「サポート対象外」カテゴリの容量が使用されます。
より詳細な情報については、http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Cisco_MediaSense [英文]
で、ハードウェア プロファイルの表を参照してください。

最大セッション時間
MediaSense は、最大 8 時間までコールを録音できます。この時間を過ぎると、一部のセッション
はエラー ステータスを伴ってクローズされ、HTTP ダウンロードおよび .mp4 または .wav への変
換が成功しない場合があります。

ストレージ
MediaSense は、ストレージを 2 つの目的に使用します。1 組のディスクには運用ソフトウェアと
データベースを保持し、もう 1 組のディスクはメディア ストレージ用となります。この 2 種類の
ストレージには、大きく異なるパフォーマンスとキャパシティの要件があります。シン プロビ
ジョニングは、どのような MediaSense ディスクでもサポートされていません。
録音済みメディア ストレージ：クラスタごとに最大 60 TB がサポートされ、5 台の各サーバに 12
TB ずつに分割されます。これは理論上の最大値で、SAN ストレージを使用する場合にのみ実現
できます。直接接続されたディスク（DAS）を使用する場合、サーバで使用可能な物理領域に限
定されます。
アップロード済みメディア ストレージ：アップロードされたメディアに要するストレージはずっ
と少なくなりますが、これも最大 60 TB がサポートされ、5 台の各サーバに 12 TB ずつ分割され
ます。
直接接続されたディスク（DAS）を使用する場合、最初の 2 台のディスク（運用ソフトウェアお
よびデータベース用）は RAID 10 として設定する必要があります。
SAN を使用する場合は、ファイバ チャネルで接続された SAN だけがサポートされており、SAN
は、サポート対象のSAN製品に対するシスコの仕様に基づいて選択する必要があることに注意し
てください（http://www.cisco.com/go/swonly の『Cisco Unified Communications on the Cisco Unified
Computing System』を参照）。SAN ストレージは、各 MediaSense 仮想マシン用のディスク パフォー
マンス仕様を満たすか、上回るように設計する必要があります。これらの仕様はノード単位です。
ノードが同じ SAN を共有する場合、その SAN は、これらの仕様にノード数を掛けた値をサポー
トするように設計する必要があります。次のリンク先の仕様を満たす限り、セキュリティ上の理
由から、メディア ストレージ用に暗号化された SAN を使用することも可能です。
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MediaSense 用ディスクのパフォーマンスに関する現在の仕様については、http://docwiki.cisco.com/
wiki/Virtualization_for_Cisco_MediaSense を参照してください。
UCS-E ルータ ブレード モジュールには固定ディスク ハードウェアが付属しており、各モジュー
ル タイプの MediaSense の拡張性の制限は、実際のパフォーマンス特性に応じて設計されていま
す。この仕様を満たすためにディスク アレイを設計する必要はありません。ただし、すべてのド
ライブは手動で RAID-1 として設定する必要があります。
また、これらのモジュールでは、必須のダウンロード可能 .OVA テンプレートが自動的にディス
クを 80 GB のドライブ 2 基と 210 GB のドライブ 1 基に分割してフォーマットします。これらの
モジュールで追加の使用可能ディスク領域を持つものでは、使用するアプリケーションに最も適
したアップロード済みメディア用、または記録メディア用の追加の領域を設定できます。

Unified Border Element キャパシティ
Cisco 3945E ISR G2 ルータは、ボーダー エレメントとして動作し、単純なコール フローをサポー
トする場合に、約 1000 の同時コールに対応できます（最低 2 GB、可能であれば 4 GB のメモリを
搭載している場合）。多くの状況では、複数コールの移動がある場合、800 コールの範囲でキャ
パシティが低下します（シグナリング オーバーヘッドの追加による）。また、他の ISR G2 機能
（QoS、SNMP ポーリング、T1 ベースのルーティングなど）が有効になっている場合はキャパシ
ティがさらに低下します。
必要なコール キャパシティを処理するために複数の ISR G2 ルータを導入することが必要になる
場合があります。1 つの MediaSense クラスタでは、任意の数の ISR G2 ルータからの録音を処理で
きます。
上記の例は、Unified Border Element のダイヤル ピア録音および Unified Communications Manager の
ネットワークベースの録画の両方に当てはまります。

ネットワーク帯域幅のプロビジョニング
通話録音用
コール アドミッション制御（CAC）が有効になっている場合、分岐デバイスと録音サーバ間に、
そのパス上の現在の録音、または他のメディア チャネルのメディア品質に影響が及ばないだけの
十分な帯域幅が使用可能かどうかを Unified Communications Manager は自動的に推定します。十分
な帯域幅が使用可能ではないと思われる場合、Unified Communications Manager はコールを録音し
ません。それでも、コール自体はドロップされません。この状況の場合、アラームは発生しませ
ん。コールがなぜこのとき録音されなかったかを突き止める唯一の方法は、ログと CDR レコード
を調べることです。
このような状況が発生しないように、十分な帯域幅をプロビジョニングすることが重要です。要
件の計算では、Unified Communications Manager の管理者は、各ストリームの逆方向が実際には使
用されていない場合でも 2 つの双方向メディア ストリーム用に十分な帯域幅を含める必要があり
ます。
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帯域幅要件も使用するコーデックによって異なり、ビデオの場合は、フレーム レートと映像の解
像度およびサイズによっても異なります。
ビデオ再生用
メディア接続のネゴシエーションは（MediaSense がデータの送信だけを行い、受信しない場合で
も）ビデオ再生の場合双方向です。双方向メディアを使用することは、それを想定していなかっ
た場合の 2 倍の帯域幅をプロビジョニングすることになるため、これは重要な考慮事項です。

Unified Communications Manager のサイジングへの影響
MediaSense はいかなる CTI エンジンにも接続しないため、Unified Communications Manager CTI の
スケーラビリティには影響を与えません。ただし、MediaSense が Cisco IP Phone 組み込みブリッ
ジ録音を使用する場合、Unified Communications Manager BHCA は各同時録音セッションごとに 2
つの追加コールによって増加します。
たとえば、デバイスの最繁時コール レートが録音なしで 6 の場合、自動録音を有効にしたときの
BHCA は 18 になります。録音を有効にした場合のデバイスの BHCA を判定するには、次の計算
式を使用します。
（標準 BHCA レート + （2 * 標準 BHCA レート）
さらに詳細な情報については、http://developer.cisco.com/web/sip/docs にある SIP トランクのマニュ
アルの "Cisco Unified CM Silent Monitoring & Recording Overview.ppt" を参照してください。
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