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概要

この資料は Cisco Meeting Server （CMS）のコール ブリッジ（CB）コンポーネントのレコーダ
ーを設定するのに必要とされるコンフィギュレーションのステップを記述したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

CMS 1.9 またはより高い●

Google Chrome からの Postman●

CMS アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



背景説明

CMS レコーダーは CMS （前の Acano）サーバのリリース 1.9 から利用できます。 レコーダー
は会議を記録し、ネットワーク ファイル システム（NFS） 資料 ストレージで記録物を保存する
ために機能を提供します。 

レコーダーはコール ブリッジをホストする拡張可能なメッセージングおよび存在プロトコル
（XMPP）クライアントのように動作します、従って XMPP サーバはサーバで有効に する必要が
あります。

レコーダー ライセンスは必要で、CallBridge コンポーネントとないレコーダー サーバで適用する
必要があります。

ネットワーク ファイル システム（NFS） ディレクトリは必要であり、Windows サーバか Linux
で設定することができます。

Windows サーバに関しては、Windows の Network File System を展開するためにステップに
従って下さい

●

Linux に関しては、Linux の Network File System を展開するためにステップに従って下さい●

注: Windows サーバ 2008 R2 で動作する NFS に関しては権限問題のためのホットフィック
スがあります。

導入

サポートされる展開

1. このイメージで示されているようにサーバにリモート CB をホストする、であるレコーダーは
CMS/Acano サーバでホストする必要があります

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj574143(v=ws.11)
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/network-file-system.html
https://support.microsoft.com/en-us/help/2485529/permission-denied-error-when-a-unix-user-accesses-files-on-an-nfs-shar


2. レコーダーの冗長展開もサポートされています。 冗長性が設定されている場合、録音はすべて
の録音デバイス（サーバ）間で負荷分散されます。 これは各 CB がこのイメージで示されている
ように利用可能 な各レコーダーを使用することを意味します



3. 複数の CB がある場合は、同じことが逆に適用されます。 すべての CB ノードはこのイメージ
で示されているようにそれらに、利用可能 なレコーダーを使用します

その他のセットアップ

レコーダーはまた CB と同じサーバでホストすることができますがテストにこれがしか使用する
非常に小さい配備は参照用に、次のイメージが表示されます。 ここの欠点は 1-2 だけ同時記録物
が可能性のあるであることです:



設定
 1. Windows  NFS  

a. WindowsNFS  Single Split 

b. Properties  



c.  NFS Sharing 選択して下さい    

d. NFS Manage  

e.  



f.  

注: NFS クライアントおよび CMS レコーダーによってこれがこのフォルダを見つけるのに
使用されています。

注: フォルダ 共有名前に領域がないことを確認して下さい。 ある場合、変更を保存できな
かったし、この Error ウィンドウは現われます:

g.  ANSI 

h.  [Auth_SYS] Kerberos 

i.  Unix UID/GID 

j.  Permissions  

注: デフォルトはすべてのマシンのために読み取り専用です。 レコーダーは読み書きアクセ
スをアクセスできなければなりません従ってすべてのマシンのためのデフォルトを変更でき
ますまたはレコーダーのための特定のルールを追加して下さい。 最良の方法はそれをアク



セスへの変更し、共有にアクセスを必要とするサーバの IP のための新しい権限を追加する
ことによってすべてのマシンへアクセスを無効に することではないです。

k. Add  

l.   IP    10.48.54.75 

m. 

n. ANSI 

o.    

p.OK  

q. All  

r. 

s. Permissions OK   

t.  Properties OK  

u. Security    



注: 皆はフォルダにグループ フルアクセスがなければなりません。 それがリストされてい
ない場合、権限エディタを開くために『Edit』 を選択 して下さい。 ユーザを追加するため
に『Add』 を選択 すればネーム フィールドで皆を『OK』 を選択入力して下さい。 リスト
で『Everyone』 を選択 し、完全な制御のためのチェックボックスをマークし、『OK』 を
選択 して下さい。 プロパティを閉じるために再度『OK』 を選択 して下さい。 もし設定す
るなら正しく、それは次のイメージに類似しています:



ステップ 2.レコーダー サーバの設定およびイネーブル レコーダー

a. 次のコマンドを使用して、指定したインターフェイスでレコーダーがリッスンするように構成
します。

recorder listen <interface[: port] whitelist>

b. レコーダーがローカル CB にある場合は、インターフェイスを「ループバック」に設定する必
要があるので、次のコマンドを使用します。

recorder listen lo:8443

c. 特定のインターフェイス（たとえば「a」）上でリッスンする場合は、次のコマンドを使用し
ます。

recorder listen a:8443

注: クラスタ化された CB のノードのレコーダーを設定する場合、インターフェイスはレコ
ーダーが設定されているノードのローカル受信インターフェイスである必要があります。

d. レコーダーで使用する証明書ファイルを設定します。 たとえば、すでに存在する証明書と CB
によって使用される秘密キー ファイルを使用することができます。

      

レコーダー証明書 <keyfile> <certificate file>

e. 次のコマンドを使用して、CB 証明書をレコーダー信頼ストアに追加します。

         

recorder trust <crt-bundle>

crt バンドルはもし違ったら CB によって使用される証明書が含まれている必要があります。 ク
ラスタ内にある場合は、クラスタ内のすべての CB の証明書が含まれている必要があります。

f. NFS のホスト名または IP アドレス、および NFS 上の録音を保存するディレクトリを指定しま
す。

recorder nfs <hostname/IP>: <directory>

注: レコーダーは NFS に認証されませんが、レコーダー サーバには NFS ディレクトリに対
する読み取り/書き込みアクセス権があることが重要です。

g. 次のコマンドを使用して、レコーダーを有効にします。

       

recorder enable



ステップ 3. CB の API ユーザを作成して下さい

CB 上に API ユーザを作成します。これは、API 関数を使用した追加の設定に必要です。

次の手順を使用してユーザを作成します。

a. 管理者クレデンシャルを使用して、セキュア シェル（SSH）またはコンソール経由で CB に接
続します。

b. ユーザの <username> api を追加し、Return キーを押してパスワードを入力し、Return キーを
押します。

ステップ 4. API を使用して CB にレコーダーを追加して下さい

1. ここから Postman をダウンロードし、インストールして下さい

2. 次のように、アドレス バーに API アクセス URL を入力します。
https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/<entity>. それから、認証のセット、型として基本的な Auth の
許可の下のステップ 3 からのユーザ名 および パスワード、

                       

注: これは、CB に現在設定されているレコーダーまたは callProfile がないことを前提とし
ています。 それ以外の場合は、PUT 方式を使用して、存在するレコーダーや callProfile を
変更できます。

3. API の CB にレコーダーを追加して下さい

a. https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/recorders を使用して空の POST を送信します。

b. （a）と同じ URL を使用して GET を送信し、レコーダー ID を引用符なしでメモ帳にコピーし
ます。

https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?hl=en
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/recorders


c. PUT を実行する前に、https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/recorders/<recorderid> を使用して
PUT を送信することでレコーダーの URL を設定し、BODY に追加します。

url=https://127.0.0.1:8443（レコーダーがローカル CB にある場合）

または 

url=https://<IP Address of recorder>:8443（レコーダーがローカル CB にない場合）

       次に、例を示します。

                        

注: dtmfProfile、callProfile および callLegProfile は、cospace 電話会議に参加する SIP エン
ドポイントにとって特に重要です。 これにより、エンドポイントは cospace 発着のコール
の録音を開始/停止できるようになります。

CMA 1.9.3 および CMS 2.0.1 より、DTMF トーンは必要なくなりました。現在は、   レコード ボ
タンは CMS 2.3 から Webrtc に同様に追加されました。

4. callProfile 作成して下さい

a. https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/callProfiles を使用して空の POST を送信します。

b. （a）と同じ URL を使用して GET を送信し、callProfile ID を引用符なしでメモ帳にコピーし
ます。

c. PUT を実行する前に、https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/callProfiles/<call profile ID> を使用し
て PUT を送信することで recordingMode を callProfile に設定し、BODY に追加します。

recordingMode=Manual（発信者に DTMF エントリを使用して録音を開始させたい場合）

         または

コールが起動する時（記録が自動的に開始するべきなら recordingMode=Automatic）

        

次に、例を示します。

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/recorders/%3crecorder
https://127.0.0.1:8443


                    

注: firefox からのポスターを使用する場合、パラメータから PUT/POST を送信 する前にそ
れから送信 するために選択します本文を、理解する CB が場合があるコードでコンパイル
したこうすればコンテンツを選択しなければなりません。 次次のイメージ:

                      

5. システム プロファイルにコール プロファイルを追加して下さい

  

callProfile により、通話の録音が可能かどうか、また録音にユーザの介入が必要かどうかが定義
されます。   

callProfile を BODY に追加した後、https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/system/profiles を使用して
PUT を送信します。

callProfile=<call profile ID>

次に、例を示します。

                   

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles


recordingMode が [Manual] に設定されている場合は、ユーザが DTMF トーンを使用して録音を
開始および停止する方法を定義する DTMF プロファイルを設定する必要があります。

6. DTMF プロファイルを作成して下さい

a. startRecording=**7 および stopRecording=**8（例）を startRecording=**7&stopRecording=**8
として BODY に設定した後で、https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/dtmfProfiles を使用して Post
を送信します。

例：

                   

b. GET を送信して新しい DTMF プロファイルを表示し、引用符なしで ID をメモ帳にコピーしま
す。

7. CallLeg プロファイルを作成して下さい

CallLegProfiles は通話の動作を決定します。 このケースでは、通話の録音が可能かどうかを判定
します。
次のようにコール レッグ プロファイルを作成します。

a. recordingControlAllowed=true を BODY に追加した後で、
https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/CallLegProfiles を使用して Post を送信します。

次に、例を示します。

       

           

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/dtmfProfiles
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles


b. https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/system/profiles を使用して PUT を送信し、
callLegProfile=<callLegProfile_ID> を BODY に追加して、CallLegProfile を適用します。

例：

           

8. DTMF プロファイルを適用します。

   

dtmfProfile を BODY dtmfProfile=<dfmt Profile ID> に追加した後、
https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/system/profiles を使用して PUT を送信します。

次に、例を示します。

            

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。 

1. 設定される、これらのコマンドでステータスを、出力が次のイメージでそれに類似したに表示
されることができますチェックして下さい

recorder

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles


  

ローカル スタンドアロン CB：

                       

またはクラスタ化された CB：

                       

2. システム プロファイルを表示するために GET を送信 して下さい結果の callProfile、
CallLegProfile および dtmfProfile （すべての仮定はこれら設定されました）との見て下さい

     

https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/system/profiles

次に、例を示します。

                      

3. 設定されるものが CallProfile でチェックするために、API でこれを使用して下さい

    

https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/callProfiles/<callProfile_ID>

    

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles


これは、以下のように録音方法が自動または手動のいずれかに設定されていることを示します。

    

                      

4. 設定されるものが CallLegProfile でチェックするために、この API を使用して下さい

    

https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/callLegProfiles/<callLegProfile_ID>

出力例：

                  

5. 設定されるものが DTMF プロファイルでチェックするために、API でこれを使用して下さい

    

https://<Callbridge_IP>:445/api/v1/dtmfProfiles/<dtmfProfile_ID>

   

これは、以下のように録音方法が自動または手動のいずれかに設定されていることを示します。

                  

https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles
https://%3cCallbridge_IP%3e:445/api/v1/system/profiles


注: DTMF プロファイルはポイントツーポイントコールでは機能しないため、スペースでは
手動録音しか使用できません。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

レコーダーに関して記録されている内容を表示するには、次のコマンドを実行します。

syslog follow

表示する出力はこれに類似したです:

Jun 20 20:38:49 kern.info acanosrv05 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:38:49 Connection from

10.48.54.75:39439: Authentication succeeded

Jun 20 20:38:49 kern.info acanosrv05 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:38:49 Connection from

10.48.54.75:39439: Connection terminated

Jun 20 20:38:53 kern.info acanosrv05 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:38:53 Connection from

10.48.54.76:35141: Authentication succeeded

Jun 20 20:38:53 kern.info acanosrv05 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:38:53 Connection from

10.48.54.76:35141: Connection terminated

この例では、acanosrv05 がレコーダーをホストするサーバで、それに接続しているその他の CB
ノードが 10.48.54.75 と 10.48.54.76 です。

これは、リモート CB がレコーダーと正しく接続し、認証していることを示しています。

レコーダーが CB に対してローカルの場合、接続はループバック IP から発生します。



Jun 20 20:40:52 kern.info acanosrv01 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:40:52 Connection from

127.0.0.1:45380: Authentication succeeded

Jun 20 20:40:52 kern.info acanosrv01 recorder-proxy[1]:  2016/06/20 20:40:52 Connection from

127.0.0.1:45380: Connection terminated

注: レコーダー プロセスに関連するほとんどのログは、recorder-proxy として syslog に表示
されます。これらは、レコーダーが失敗している可能性のある箇所を示します。

レコーダーのその他の syslog は次のとおりです。

このケースでは、録音デバイスが見つかり、録音が自動的に開始されます。  

Jun 20 21:16:19 user.info acanosrv02 host:server:  INFO : recording device 1: available (1

recordings)

 録音に失敗した場合は、録音デバイスが見つかったかどうかを確認します。

Jun 20 21:16:19 user.info acanosrv02 host:server:  INFO : No recording device found

そのような警告が表示される場合、それを確認するためにレコーダー信頼の証明書をです CB を
設定するのに使用される正しい 1 チェックして下さい。

syslog を調べて、NFS ストレージがマウントされているかどうかを確認します。

NFS ストレージがマウントされない場合、「NFS ストレージ」をマウントされなくて表示す
る

●

それにレコーダー サーバで設定 される NFS フォルダをチェックし、確認して下さい:
/Folder 名前は設定される何が NFS ストレージで同じです

●

API を実行して、レコーダーに関連するアラームを確認します。

https://<callBridge_IP>api/v1/system/alarms●

低いディスクスペースが「あれば recorderLowDiskSpace」は表示する●

それからレコーダーによって参照される NFS ストレージに十分なディスク空間があることを
確認して下さい

●

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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