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概要

このドキュメントでは、API コマンドを使用して Cisco Meeting Server（CMS）のスペース上の
ゲストおよびホスト アクセスをセットアップする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

スペースがセットアップされ、そのスペースにコールを行うことができる Cisco Meeting
Server（CMS）

●

API クライアント（ポスター、Postman のように）または ●

CMS API ガイド●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は CMS バージョン 2.1 に基づいています。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html


このドキュメントの情報は、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。 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

このドキュメントでは、次のタイプのシナリオを示します。

ゲストとホストの参加者によって、異なる URI または call-ID が使用される。●

ゲストとホストの参加者によって同じ URI が使用される（PIN またはパスコード エントリ
（どちらも空ではない）に基づいて差別化が行われる）

●

ゲストとホストの参加者によって同じ URI が使用される（PIN またはパスコード エントリ
（空と空以外の混在）に基づいて差別化が行われる）

●

ホスト ユーザは領域のメンバーであり、webrtc ログインによって承認されて、ゲスト ユー
ザは callID を持つ会議に加わります。 同じ URI および callID はゲスト ユーザ向けに空か空
でない PIN/passcodes とゲストおよびホスト参加要素によって使用されます

●

設定

次の 4 つの例に説明がある CMS のゲストおよびホスト参加要素間の微分のための 4 つの可能性
があり領域で加入しているそれらの参加要素のための内部コール 動作を確認する異なる
callLegProfiles に主に基づいています。

最初に、ゲストおよびホスト参加要素のために別の URI （か呼び出しID を）使用することによる
方式は説明され、その後それは同じ URI の異なるゲストとホスト参加要素間の微分をするのにパ
スコード（かタイムアウトの）使用によって、補足されます。 ゲスト ユーザ向けのタイムアウト
または空 PIN エントリの第 3 方式はリリース ノートのセクション 2.4 で示されているように
CMS 2.1 の新しい機能として導入されました。 第 4 方式はゲストを設定し割り当てられたオーナ
ー/メンバーが付いている領域のアクセスをホストし領域のホストであるために領域（オーナー
）のメンバーを作る方法を説明します。

1) 異なる URI を使用した設定

これは、CMS 2.1 リリースの前までの基本設定であり、異なる call-ID を使用する方法と同じです
。 次のステップは同じ領域のゲスト/Hoost アクセス得るために微分実行される必要があります:

ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。1.
ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。2.
ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当てます（デフォルト
のアクセス方式）。

3.

同じスペースに対して異なる URI（および call-ID）で新しい accessMethod を作成し、これ
にホスト callLegProfile を割り当てます。

4.

ステップ 1： ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。 

callLegProfile 内部コール 動作を確認し、領域にホストが加入できることができるようにあとでそ
の同じ領域の別のアクセス方式があることができるように同様に割り当てますゲスト内部コール
動作をデフォルトであります。
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注: また、これをテナント レベル（/api/v1/tenants/<tenant-ID>）またはシステム レベル
（/api/v1/system/profiles）で割り当てて、たとえばこれをすべてのスペースに（またはテナ
ント単位で）割り当てることができます。ただし、ここではこれはこのスペース上に示され
ます。 callLegProfile の特定のアロケーションが内部コール 動作のために考慮に入れられる
こと考慮に入れて下さい。

needsActivation パラメータは、ゲスト/ホストの動作に関して最も重要です。これは、このパラ
メータを true に設定すると、参加者は 1 人以上のフル/アクティベータ（ホスト）参加者が参加
するまで、音声およびビデオを受信または提供できないためです。 callLegProfile の他のパラメー
タは示されていた物がこの設定で同様に関連します API ガイドのセクション 8.4.3 で見つけるこ
とができます（必要条件によって）:

presentationContributionAllowed●

rxAudioMute●

rxVideoMute●

deactivationMode（deactive | disconnect | remainActivated）および
deactivationModeTime（最後のアクティベータがコールを離れるときに実行するアクション
）

●

この結果とたとえばその callLegProfile ID の GET 要求をその後行うことができるように
callLegProfile ゲストを作成するために本当に好まれたパラメータおよび needsActivation パラメ
ーター セットとの /api/v1/callLegProfiles でポスト要求を作って下さい:

<?xml version="1.0"?><callLegProfile id="d4bfe12d-68cd-41c0-a671-
48395ee170ab"><needsActivation>true</needsActivation><defaultLayout>speakerOnly</defaultLayout><

presentationContributionAllowed>false</presentationContributionAllowed><rxAudioMute>true</rxAudi

oMute><rxVideoMute>false</rxVideoMute><deactivationMode>deactivate</deactivationMode></callLegPr

ofile>

これが（デフォルト）ゲスト アクセスのためのステップ 3 の領域で適用されなければならないと
同時に太字でマーク付き callLegProfile ID の下の注同様に。

ステップ 2： ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。

同様に、ホストのコール中の動作用のホスト callLegProfile を作成します。 以前に述べられると
同じパラメータはパラメータがあなた自身のプリファレンスおよび必要条件に従って選択するこ
とができるが、適用します。 ここでの主要な要素は、needsActivation パラメータを false に設定
して、ホスト ロールを付与することです。

この結果とたとえばその callLegProfile ID の GET 要求をその後行うことができるように偽に好ま
れたパラメータおよび needsActivation パラメーター セットで /api/v1/callLegProfiles のポスト要
求によってそれを作成します:

<?xml version="1.0"?><callLegProfile id="7306d2c1-bc15-4dbf-ab4a-
1cbdaabd1912"><needsActivation>false</needsActivation><defaultLayout>speakerOnly</defaultLayout>

<presentationContributionAllowed>true</presentationContributionAllowed><rxAudioMute>false</rxAud

ioMute><rxVideoMute>false</rxVideoMute></callLegProfile>

これがホスト アクセスのためのステップ 4 の領域 accessMethod で適用されなければならないよ
うに太字でマーク付き callLegProfile ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 3： ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当てます（デ
フォルトの accessMethod）。

/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Reference_Guides/Version-2-2/Cisco-Meeting-Server-API-Reference-Guide-2-2.pdf


既存のスペース（/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>）に対して PUT コマンドを実行してスペース
を調整するか、またはステップ 1 でこのスペースでのコール中の動作として作成したゲスト
callLegProfile パラメータを使用して、/api/v1/coSpaces に対して POST コマンドを実行して新し
いスペースを作成します。 また、必要に応じて、API ガイドのセクション 6.2 に従って、このス
ペースに対して URI、passcode、call-ID パラメータを設定することもできます。

このスペース（/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>）に対して GET 要求を実行して、ゲスト
callLegProfile が、URI および call-ID 値とともにこのスペースに関連付けられていることを確認
します。 ステップ 1 で callLegProfile この例によって作成されるゲストが付いている出力例は
guest.space の URI 値および 628821815 の呼び出しID とのこの 1 です（設定 される パスコード
無し）:

<?xml version="1.0"?><coSpace id="7cc797c9-c0a8-47cf-b519-
8dc5a01f1ade"><name>Guest.space</name><autoGenerated>true</autoGenerated><uri>guest.space</uri><

callId>628821815</callId><callLegProfile>d4bfe12d-68cd-41c0-a671-

48395ee170ab</callLegProfile><ownerId>bc392aaa-8c6d-4619-ad2f-

cb30c4c53766</ownerId><ownerJid>Guest@cms.steven.lab</ownerJid><secret>iWqZQ.tTMIleeQHKMB.JYg</s

ecret><numAccessMethods>1</numAccessMethods></coSpace>

ステップ 4.のその特定の領域の accessMethod を作成するのにこれが使用されなければならない
ように太字でマーク付き領域 ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 4： 同じスペースに対して異なる URI（および call-ID）で新しい accessMethod を作成
し、これにホスト callLegProfile を割り当てます。

現在デフォルト 1 であるゲスト アクセスより領域にアクセスするさまざまな方法を作成したいと
思います。 これは（ステップ 2 の callLegProfile ホストが適用し、また別の URI、呼び出しID フ
ィールドである 7cc797c9-c0a8-47cf-b519-8dc5a01f1ade ステップ 3 である）の太字のマ
ーク付き値ここに coSpace ID の /api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods の POST コマ
ンドによる領域の accessMethod 自体の規定によって実行されます。

その領域 accessMethod および呼び出しID 異なる URI （host.space）を表示できるところ
（/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods/<accessMethod-ID>）の GET reqeust が、こ
の 1 として出力の同じような種類を見られる必要があった後（888）デフォルト accessMethodof
に対して領域、また特に関連するホスト callLegProfileas はステップ 2 で設定しました:

<?xml version="1.0"?><accessMethod id="447c61c5-44e5-465e-a8a1-
5dd4e10048c0"><uri>host.space</uri><callId>888</callId><passcode></passcode><callLegProfile>7306
d2c1-bc15-4dbf-ab4a-

1cbdaabd1912</callLegProfile><secret>r8.QXRrOMFp719gDL5ck6Q</secret></accessMethod>

確認

ここで、同じ会議にダイヤルすることができます。

ゲストとして●

       - guest.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）にダイヤ
ル

       - IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 628821815 を入力（パスコードなし）

ホストとして●

        - host.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）にダイヤ
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ル

        - IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 888 を入力（パスコードなし）

スペースに参加しているのがゲストのみである場合、それらはすべてロビー ルームに配置され、
ホストの参加を待機します。 ホストが加入すれば、ゲストおよびホストすべては会議に置かれま
す。 領域でもうまだ加入されるホストが何人かのゲストないが、場合、それらはステップ 1.で示
されているように callLegProfile ゲストの deactivationMode パラメータの無効にするの設定によ
ってロビー画面に戻ります。

2) 同じ URI および空ではないゲストとホスト PIN/パスコードを使用した設定

この設定は前の例のものとして類似した、また既に CMS 2.1 リリースの前に利用可能であり。
この設定では、ゲストとホストの両方が空ではない PIN またはパスコードを入力することで、両
者が同じ URI にダイヤルするときにそれに基づいて差別化ができるようにする必要があります。

コンフィギュレーションのステップは前の configurational 例にかなり類似したです:

ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。1.
ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。2.
ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当て、ゲスト パスコー
ド（PIN）を指定します（デフォルトのアクセス方式）。

3.

同じスペースに対して同じ URI（異なる call-ID）で新しい accessMethod を作成し、これに
ホスト callLegProfile（ホスト パスコード（PIN）を含む）を割り当てます。

4.

ステップ 1： ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。 

同じ 設定 次前の例 1 および callLegProfile 同じゲストは示されるように（d4bfe12d-68cd-
41c0-a671-48395ee170ab）使用することができます。

ステップ 2： ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。

inprevious 例 1 および同じとして同じ 設定は示されるように callLegProfile （7306d2c1-bc15-
4dbf-ab4a-1cbdaabd1912）使用することができますホストします。

ステップ 3： ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当て、ゲスト
パスコード（PIN）を指定します（デフォルトの accessMethod）。

同様にの前にように、たとえば URI、パスコードおよび呼び出しID callLegProfile のための望まし
いパラメータで新しい領域（/api/v1/coSpaces）を、またゲスト作成するために既存の領域
（/api/v1/coSpaces/<cospace-ID>）の PUT のオペレーションまたは POST オペレーション行う
ことができます（API ガイドのセクション 6.2 によってそれに割り当てた 1）ステップから。

その領域の GET 要求を行う場合、guestpin.space の URI を見るところでこの 1 として出力の同
じような種類を見られます、189 の呼び出しID、以前に作成されたゲスト callLegProfileand
passcodeof 789 必要があります:

<?xml version="1.0"?><coSpace id="22d9f4ca-8b88-4d11-bba9-e2a2f7428c46"><name>Guest/Host
PIN</name><autoGenerated>false</autoGenerated><uri>guestpin.space</uri><callId>189</callId><call

LegProfile>d4bfe12d-68cd-41c0-a671-

48395ee170ab</callLegProfile><passcode>789</passcode><secret>X7f83UX7PHcIYp0JbT0fUA</secret><num

AccessMethods>1</numAccessMethods></coSpace>
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ステップ 4.のその特定の領域の accessMethod を作成するのにこれが使用されなければならない
ように太字でマーク付き領域 ID の下で同様に注意して下さい。

  

ステップ 4： このスペースに対して同じ URI（異なる call-ID）で新しい accessMethod を作成し
、これにホスト callLegProfile（ホスト パスコード（PIN）を含む）を割り当てます。

最初の設定例のように、このスペースに対してホスト用の異なるアクセス方式を作成します（ゲ
スト callLegProfile はデフォルト参加オプションとしてこのスペースに割り当てられています）。
そのためには、/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods に対する POST コマンドを使用
します。ここで coSpace-ID 値は、前述の例で強調表示されているスペース 22d9f4ca-8b88-
4d11-bba9-e2a2f7428c46 です。 この POST コマンドで、URI（guestpin.space、元の URI と同
じ）、call-ID（889）、ステップ 2 で定義したホスト callLegProfile、ホスト パスコードまたは
PIN（この場合は 1234） などの別のパラメータを指定できます。

この accessMethod に対して GET 要求を実行すると、次のような出力を確認でき、URI として
guestpin.space、call-ID として 889、ホスト callLegProfile、およびホスト PIN として 1234 が表
示されます。

<?xml version="1.0"?><accessMethod id="760c0e17-55c0-4232-ba72-
2e9207916330"><uri>guestpin.space</uri><callId>889</callId><passcode>1234</passcode><callLegProf
ile>7306d2c1-bc15-4dbf-ab4a-

1cbdaabd1912</callLegProfile><secret>c0wnqI1qB9JGRdmekHEO1w</secret></accessMethod>

確認

ここで、同じ会議にダイヤルすることができます。

ゲストとして●

          - guestpin.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）にダ
イヤルして PIN 789 を入力

          - PIN 789 での IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 189 を入力

ホストとして●

          - guestpin.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）にダ
イヤルして PIN 1234 を入力

          - PIN 1234 での IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 889 を入力

スペースに参加しているのがゲストのみである場合、それらはすべてロビー ルームに配置され、
ホストの参加を待機します。 ホストが加入すれば、ゲストおよびホストすべては会議に置かれま
す。 領域でもうまだ加入されるホストが何人かのゲストないが、場合、それらはステップ 1.で示
されているように callLegProfile ゲストの deactivationMode パラメータの無効にするの設定によ
ってロビー画面に戻ります。

3) 同じ URI および空のゲスト PIN と空ではないホスト PIN の混在を使用した設定

この設定は、新しく追加された callProfileセクションの passcodeMode および passcodeTimeout
の API コマンドのため、CMS バージョン 2.1 以降のみで使用可能です。 この設定では、ゲスト
は空の PIN（# の入力またはタイムアウト）で参加でき、ホストはスペースにアクセスしてアク



ティベートするための PIN を持ちます。 callProfile は、SIP（Lync を含む）コールのコール中の
エクスペリエンスを管理し、したがって CMA クライアント（シック クライアントと WebRTC
の両方）には適用されません。

設定手順は例 2 に似ていますが、ここでは callProfile を追加します。

ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。1.
ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。2.
目的の passcodeMode と passcodeTimeout 設定を使用して callProfile を作成します。3.
ゲスト callLegProfile とステップ 3 の callProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに
割り当て、ゲスト パスコード（PIN）を指定します（デフォルトのアクセス方式）。

4.

同じスペースに対して同じ URI（異なる call-ID）で新しい accessMethod を作成し、これに
ホスト callLegProfile（ホスト パスコード（PIN）を含む）を割り当てます。

5.

設定が設定例 1 および 2 とかなり同一であるので、それらの物への参照があります。 実際テスト
のために、同じ領域は使用された次例 2、しかし callProfile と今追加されてでした。

ステップ 1： ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。

inprevious 例 1 として同じ 設定および callLegProfile 同じゲストは示されるように（d4bfe12d-
68cd-41c0-a671-48395ee170ab）使用することができます。

ステップ 2： ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。

inprevious 例 1 および同じとして同じ 設定は示されるように callLegProfile （7306d2c1-bc15-
4dbf-ab4a-1cbdaabd1912）使用することができますホストします。

ステップ 3： 目的の passcodeMode と passcodeTimeout 設定を使用して callProfile を作成しま
す。

SIP（Lync を含む）コールのコール中のエクスペリエンスを決定する callProfile を作成すること
ができます。 録音、ストリーミング、参加者の最大数の制限などの複数の設定が可能ですが、こ
こでは、CMS 2.1 から追加されたパスコード処理に関連する新しい API について説明します。
その他のパラメータは、API ガイドのセクション 8.2 で確認できます。

パスコードの動作は、次の 2 つのパラメータによって決定されます。

passcodeMode●

           - required： 空 PIN のための PIN をまたは#入力するユーザ向けの永久に IVR 待機（ゲス
トのために）

           - timeout： IVR は PIN を入力するために関係者のための秒の passcodeTimeout 量を待ち
、No エントリがその時間の内になされたらブランク（#） PIN が入ったことを、仮定します

passcodeTimeout： passcodeMode を timeout に設定した場合にのみ設定する必要があり、
パスコードを空として解釈するまでの時間を制御します。

●

callProfile を作成するには、必要な passcodeMode および passcodeTimeout パラメータを指定し
て、/api/v1/callProfiles に対して POST コマンド（既存のプロファイルを変更する場合は
/api/v1/callProfiles/<callProfile-ID> に対して PUT コマンド）を実行します。 GET コマンドをそ
の特定の callProfile に対して実行すると、次のように、モードを timeout として、タイムアウト
値を 5 秒として設定した結果を取得できます。
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<?xml version="1.0"?><callProfile id="4b0eff60-e4aa-4303-8646-
a7e800a4eac6"><passcodeMode>timeout</passcodeMode><passcodeTimeout>5</passcodeTimeout></callProf

ile>

ステップ 4.のこの内部コール 動作を持つためにこれが領域に割り当てるのに使用されなければな
らないように太字でマーク付き callProfile ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 4： ゲスト callLegProfile とステップ 3 の callProfile を既存のスペースまたは新しいス
ペースに割り当て、ゲスト パスコード（PIN）を指定します（デフォルトのアクセス方式）。

前と同様に、既存のスペース（/api/v1/coSpaces/<cospace-ID>）に対して PUT 操作を実行する
か、または POST 操作を実行して、URI、call-ID などの必要なパラメータ、およびゲスト
callLegProfile（ステップ 1 から）を使用して新しいスペース（/api/v1/coSpaces）を作成できま
す。 前の例との違いは、ステップ 3 からの callProfile、およびパスコードが割り当てられないこ
とです。

その領域の GET 要求を行う場合、guestpin.space の URI を見るこの例として出力の同じような
種類を見られます、189 の呼び出しID、callProfileas がステップ 3 で設定する以前に作成された
ゲスト callLegProfileand 必要があります:

<?xml version="1.0"?><coSpace id="22d9f4ca-8b88-4d11-bba9-e2a2f7428c46"><name>Guest/Host
PIN</name><autoGenerated>false</autoGenerated><uri>guestpin.space</uri><callId>189</callId><call

LegProfile>d4bfe12d-68cd-41c0-a671-48395ee170ab</callLegProfile><callProfile>4b0eff60-e4aa-4303-

8646-

a7e800a4eac6</callProfile><secret>X7f83UX7PHcIYp0JbT0fUA</secret><numAccessMethods>1</numAccessM

ethods></coSpace>

ステップ 5.のその特定の領域の accessMethod を作成するのにこれが使用されなければならない
ように太字でマーク付き領域 ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 5： 同じスペースに対して同じ URI（異なる call-ID）で新しい accessMethod を作成し
、これにホスト callLegProfile（ホスト パスコード（PIN）を含む）を割り当てます。

最初の設定例のように、このスペースに対してホスト用の異なるアクセス方式を作成します（ゲ
スト callLegProfile はデフォルト参加オプションとしてこのスペースに割り当てられています）。
そのためには、/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods に対する POST コマンドを使用
します。ここで coSpace-ID 値は、前のステップで強調表示されているスペース 22d9f4ca-8b88-
4d11-bba9-e2a2f7428c46 に対する値で置き換えられます。 この POST コマンドで、
URI（guestpin.space、元の URI と同じ）、call-ID（889）、ステップ 2 で定義したホスト
callLegProfile、ホスト パスコードまたは PIN（この場合は 1234）などの別のパラメータを指定
できます。

この accessMethod に対して GET 要求を実行すると、次のような出力を確認でき、URI として
guestpin.space、call-ID として 889、ホスト callLegProfile、およびホスト PIN として 1234 が表
示されます。

<?xml version="1.0"?><accessMethod id="760c0e17-55c0-4232-ba72-
2e9207916330"><uri>guestpin.space</uri><callId>889</callId><passcode>1234</passcode><callLegProf
ile>7306d2c1-bc15-4dbf-ab4a-

1cbdaabd1912</callLegProfile><secret>c0wnqI1qB9JGRdmekHEO1w</secret></accessMethod>

確認

ここで、同じ会議にダイヤルすることができます。



ゲストとして●

              - guestpin.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）に
ダイヤルして PIN として # を入力するか、5 秒後のタイムアウトを待機

              - IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 189 を入力

ホストとして●

              - guestpin.space URI（その後にコール一致ルールで設定されているドメインが続く）に
ダイヤルして PIN 1234 を入力

              - PIN 1234 での IVR または WebRTC 参加を介して call-ID 値 889 を入力

4) ホスト ユーザは領域のメンバーであり、webrtc ログインによって承認されて、
ゲスト ユーザは callID を持つ会議に加わります。 同じ URI および callID はゲスト
ユーザ向けに空か空でない PIN/passcodes とゲストおよびホスト参加要素によっ
て使用されます

次のステップは領域のメンバーおよび非会員のための同じ領域のゲスト/ホスト アクセス得るため
に微分実行される必要があります:

ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。1.
ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。2.
ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当てます（デフォルト
のアクセス方式）。

3.

その同じ領域の新しい accessMethod を同じ URI （および呼び出しID で）作成し、それに
callLegProfile ホストを割り当てて下さい

4.

user'sownerJIDto に同じ領域を割り当てて下さい。 （割り当てられない）5.
同じ領域および assignhostcallLegProfileto に thatownerIDas をメンバー ユーザそのメンバ
ー ユーザ追加して下さい

6.

ステップ 1： ゲスト callLegProfile（needsActivation = true）を作成します。 

同じ 設定 次前の例 1 および callLegProfile ゲストはこの例で（bfe7d07f-c7cb-4e90-a46e-
4811bbaf6978）使用されます。

これがゲスト アクセスのためのステップ 3 の領域で適用されなければならないように太字でマー
ク付き callLegProfile ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 2： ホスト callLegProfile（needsActivation = false）を作成します。

inprevious 例 1 および callLegProfile この例でホストとして同じ 設定は（0e76e943-6d90-43df-
9f23-7f1985a74639）使用されます。

これがホスト アクセスのためのステップ 4 の領域 accessMethod とステップ 6.の coSpace メン
バーで適用されなければならないように太字でマーク付き callLegProfile ID の下で同様に注意し
て下さい。

ステップ 3： ゲスト callLegProfile を既存のスペースまたは新しいスペースに割り当てます（デ
フォルトの accessMethod）。

既存のスペース（/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>）に対して PUT コマンドを実行してスペース



を調整するか、またはステップ 1 でこのスペースでのコール中の動作として作成したゲスト
callLegProfile パラメータを使用して、/api/v1/coSpaces に対して POST コマンドを実行して新し
いスペースを作成します。 また API ガイドのセクション 6.2 によって欲求にその領域のための
URI および呼び出しID パラメータを同様に設定できます。

このスペース（/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>）に対して GET 要求を実行して、ゲスト
callLegProfile が、URI および call-ID 値とともにこのスペースに関連付けられていることを確認
します。 ステップ 1 で callLegProfile この例によって作成されるゲストが付いている出力例は
ofglobal URI 値および 1234 の呼び出しID とのこの 1 （設定 される パスコード無し）、
nonMemberAccessset totrue です:

<?xml version="1.0" ?>

<coSpace id="96d28acb-86c6-478d-b81a-a37ffb0adafc">

        <name>Global</name>

        <autoGenerated>false</autoGenerated>

        <uri>global</uri>

        <callId>1234</callId>

        <callLegProfile>bfe7d07f-c7cb-4e90-a46e-4811bbaf6978</callLegProfile>

        <nonMemberAccess>true</nonMemberAccess>

        <secret>0w4O2zTTF0WdL4ymF8D0_A</secret>

        <defaultLayout>allEqual</defaultLayout>

</coSpace>

ステップ 4.のその特定の領域の accessMethod を作成するのにこれが使用されなければならない
ように太字でマーク付き領域 ID の下で同様に注意して下さい。

ステップ 4.その領域の新しい accessMethod を同じ URI （および呼び出しID で）作成し、それ
に callLegProfile ホストを割り当てて下さい。

現在デフォルト 1 であるゲスト アクセスより領域にアクセスするさまざまな方法を作成したいと
思います。 これは（ステップ 2 の callLegProfile ホストが適用し、また同じ URI、呼び出しID フ
ィールドである 96d28acb-86c6-478d-b81a-a37ffb0adafc ステップ 3 である）の太字のマーク付
き値ここに coSpace ID の /api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods の POSTcommand に
よる領域の accessMethod 自体の規定によって実行されます。 callID によって接続するホストの
ための空でないパスコードを追加できます（webrtc によるユーザとしてログオンなしで）。

その領域 accessMethod （/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods/<accessMethod-
ID>）の GET 要求の後で、sameURI （グローバル な）および呼び出しID を表示できるところで
この 1 として出力の同じような種類を見られます必要があります（1234）、またステップ 2
andhost passcode(12345) の設定として callLegProfile 特に関連するホスト:

<?xml version="1.0" ?>

<accessMethod id="c4ecc16e-945f-4e35-ba03-d9b69107b32c">

        <uri>global</uri>

        <callId>1234</callId>

        <passcode>12345</passcode>

        <callLegProfile>0e76e943-6d90-43df-9f23-7f1985a74639</callLegProfile>

        <secret>kffO1zTTE0feL4fsdf43w_B </secret>

</accessMethod>

ステップ 5.ユーザの ownerJidto に領域を割り当てて下さい。 割り当てられない） （。
specifyingownerJid （user1@evacanoalone.net)on aPUTcommand
on/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID> によって領域に ownerJID をによる領域追加して下さい

その領域の GET 要求の後で、ownerIdand ownerJidhave 領域に割り当てられてことがわかれます
必要があります:
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<?xml version="1.0" ?>

<coSpace id="96d28acb-86c6-478d-b81a-a37ffb0adafc">

        <name>Global</name>

        <autoGenerated>false</autoGenerated>

        <uri>global</uri>

        <callId>1234</callId>

        <callLegProfile>bfe7d07f-c7cb-4e90-a46e-4811bbaf6978</callLegProfile>

        <nonMemberAccess>true</nonMemberAccess>

        <ownerId>1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9</ownerId>

        <ownerJid>user1@evacanoalone.net</ownerJid>

        <secret>0w4O2zTTF0WdL4ymF8D0_A</secret>

        <numAccessMethods>1</numAccessMethods>

        <defaultLayout>allEqual</defaultLayout>

</coSpace>

ownerID （1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9）の下の注。

ステップ 6.Add メンバー ユーザとしてステップ 5 からの領域および assignhostcallLegProfileto
への ownerID （1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9）そのメンバー ユーザ。 これは
specifyinguserJIdandhost callLegProfileon の規定によって POSTcommand による領域自体
（specifyingcoSpaceID）実行されます（coSpaceUsers の
/api/v1/coSpaces/<coSpaceID>/coSpaceUsers).Other パラメータは示されていた物がこの設定で
同様に関連します API ガイドのセクション 6.4.2 で見つけることができます:

      <canDestroy>true</canDestroy>

       <canAddRemoveMember>true</canAddRemoveMember>

       <canChangeName>true</canChangeName>

       <canChangeUri>false</canChangeUri>

       <canChangeCallId>false</canChangeCallId>

       <canChangePasscode>true</canChangePasscode>

       <canPostMessage>true</canPostMessage>

       <canDeleteAllMessages>false</canDeleteAllMessages>

       <canRemoveSelf>false</canRemoveSelf>

メンバー ユーザが aGETcommand （/api/v1/coSpaces/<coSpaceID>/coSpaceUsers か。）によ
って領域に追加されたこと Veryfy

<?xml version="1.0" ?>

<coSpaceUsers total="1">

<coSpaceUser id="1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9">

<userId>1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9</userId>

<userJid>user1@evacanoalone.net</userJid>

<autoGenerated>false</autoGenerated>

</coSpaceUser>

</coSpaceUsers>

USERID （もし違ったら 5）形式 ownerID 用紙ステップの下の注。 確認して下さい thathost
callLegProfilehas を aGETrequest specifyingcoSpaceIDanduserID
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（/api/v1/coSpaces/<coSpaceID>/coSpaceUsers/<userID>）によって coSpaceUser に割り当て
られて

<?xml version="1.0" ?>

<coSpaceUser id="1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9">

        <userId>1d942281-413e-4a2a-b776-91a674c3a5a9</userId>

        <userJid>user1@evacanoalone.net</userJid>

        <autoGenerated>false</autoGenerated>

        <canDestroy>true</canDestroy>

        <canAddRemoveMember>true</canAddRemoveMember>

        <canChangeName>true</canChangeName>

        <canChangeUri>false</canChangeUri>

        <canChangeCallId>false</canChangeCallId>

        <canChangePasscode>true</canChangePasscode>

        <canPostMessage>true</canPostMessage>

        <canDeleteAllMessages>false</canDeleteAllMessages>

        <canRemoveSelf>false</canRemoveSelf>

        <canChangeNonMemberAccessAllowed>true</canChangeNonMemberAccessAllowed>

        <callLegProfile>0e76e943-6d90-43df-9f23-7f1985a74639</callLegProfile>

</coSpaceUser>

確認

ここで、同じ会議にダイヤルすることができます。

ゲストとして●

       - URI へのダイヤルによって… （コール一致規則で設定されるドメインに先行している）

       - IVR または Webrtc による呼び出しID 値 1234 の入力によって…加入して下さい（パスコー
ド無し）

ホストとして●

          webrtc によるユーザ（このシナリオの user1@evacanoalone.net と、callLegProfile 割り当
てられた「ホスト」の領域のメンバー）としてログオンによって領域（「グローバル な」
URI）に加入すれば。

        - 「グローバル な」URI （コール一致規則で設定されるドメインに先行している）およびパ
スコード 12345 へのダイヤルによって…。

        - IVR または Webrtc による呼び出しID 値 1234 の入力によって…加入して下さい（12345）
ホスト パスコードと

スペースに参加しているのがゲストのみである場合、それらはすべてロビー ルームに配置され、
ホストの参加を待機します。 ホストが加入すれば、ゲストおよびホストすべては会議に置かれま
す。 領域でもうまだ加入されるホストが何人かのゲストないが、場合、それらはステップ 1.で示
されているように callLegProfile ゲストの deactivationMode パラメータの無効にするの設定によ
ってロビー画面に戻ります。

ホスト（オーナー/メンバー）は（編集して下さい/取除いて下さい） webrtc アプリケーションの
ゲストのためのパスワードを直接設定 するまたは完全に領域のための非会員（ゲスト）アクセス
を無効に することができます:



  

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。

CMS のログには、いつゲストとして参加したか、またはいつ最初のホストが参加したかが簡潔に
示されますが、最もよい方法は、callProfile およびゲストとホストの callLegProfile 定義に対する
GET 要求を使用して、対応する accessMethod（またはデフォルトのアクセス方式）またはより
高いレベル（グローバル レベルまたはテナント レベル）でのそれらの割り当てを確認することで
す。

この構造で情報すべてを得るために続くことができます:

/api/v1/callProfiles に対する GET（これを passcodeMode とともに使用している場合）
>/api/v1/callProfiles/<callProfile-ID> に対する GET を使用して、目的の callProfile-ID を詳し
く確認

1.

/api/v1/callLegProfiles に対する GET
>/api/v1/callProfiles/<callProfile-ID> に対する GET を使用して、ゲストとホストの目的の
callLegProfile-ID を詳しく確認

2.

/api/v1/coSpaces に対する GET
>/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID> に対する GET を使用して、目的の space-ID を詳しく確
認
>目的の callProfile-ID（ステップ 1）とゲスト callLegProfile（ステップ 2）がこのスペース
に関連付けられているかどうかを確認
  （これが存在しない場合は、テナント（/api/v1/tenants/<tenant-ID>）やグローバル
（/api/v1/system/profiles）レベルのような特定性のより低い要素を確認）

3.



/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods に対する GET
>/api/v1/coSpaces/<coSpace-ID>/accessMethods/<accessMethod-ID> に対する GET を使用
して目的の accessMethod を詳しく確認し、ホスト callLegProfile が割り当てられているか
どうかを確認

4.

CMS ロギングによって示されている int ではだれに時間 guestpin.space@acano.steven.lab 領域
にそれからホストが加入するか彼の例、入って来ている最初ゲスト参加要素 2 人あります
（2000@steven.lab からのコール 38 は 1060@steven.lab からの 39 を呼出し、）。 このスニペ
ットでは、ゲストについて（非アクティブにするために）実行する必要があること、およびホス
ト（stejanss.movi@steven.lab）がスペースに参加したときのこれらのコール変更に対する動作
（非アクティブ化の中止）を確認できます。 同様に、ホストがスペースに存在しなくなったと同
時に（非アクティブにするために）ゲストがロビーに再び移動したときに、同じログをもう一度
確認できます。

2017-02-21  17:48:54.809  Info     call 38: incoming encrypted SIP call from

"sip:2000@steven.lab" to local URI "sip:guestpin.space@acano.steven.lab" 2017-02-21 17:48:54.822

Info call 38: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control) 2017-02-21

17:48:54.837 Info call 38: compensating for far end not matching payload types 2017-02-21

17:48:54.847 Info sending prompt response (2) to BFCP message 2017-02-21 17:48:54.847 Info call

38: sending BFCP hello as client following receipt of hello when BFCP not active 2017-02-21

17:48:54.883 Warning call 38: replacing pending BFCP message "PrimitiveHelloAck" with

"PrimitiveHelloAck" 2017-02-21 17:48:54.883 Info call 38: BFCP (client role) now active 2017-02-

21 17:48:59.294 Info call 39: incoming encrypted SIP call from "sip:1060@steven.lab" to local

URI "sip:guestpin.space@acano.steven.lab" 2017-02-21 17:48:59.310 Info call 39: setting up UDT

RTP session for DTLS (combined media and control) 2017-02-21 17:48:59.323 Info call 39:

compensating for far end not matching payload types 2017-02-21 17:48:59.569 Info sending prompt

response (2) to BFCP message 2017-02-21 17:48:59.569 Info call 39: sending BFCP hello as client

following receipt of hello when BFCP not active 2017-02-21 17:48:59.746 Info call 39: BFCP

(client role) now active 2017-02-21 17:49:07.971 Info configuring call e2264fb0-483f-45bc-a4f3-

5a4ce326e72c to be deactivated

2017-02-21  17:49:07.972  Info     participant "2000@steven.lab" joined space 22d9f4ca-8b88-

4d11-bba9-e2a2f7428c46 (Guest/Host PIN)

2017-02-21  17:49:12.463  Info     configuring call b1b5d433-5ab5-49e1-9ae3-3f4f71703d1b to be

deactivated

2017-02-21  17:49:12.463  Info     participant "1060@steven.lab" joined space 22d9f4ca-8b88-

4d11-bba9-e2a2f7428c46 (Guest/Host PIN)

2017-02-21  17:49:12.463  Info     conference "Guest/Host PIN": unencrypted call legs now

present

2017-02-21  17:49:16.872  Info     call 40: incoming encrypted SIP call from

"sip:stejanss.movi@steven.lab" to local URI "sip:guestpin.space@acano.steven.lab" 2017-02-21

17:49:16.885 Info call 40: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control)

2017-02-21 17:49:24.260 Info call 40: audio prompt play time out 2017-02-21 17:49:26.670 Info

participant "stejanss.movi@steven.lab" joined space 22d9f4ca-8b88-4d11-bba9-e2a2f7428c46

(Guest/Host PIN)

2017-02-21  17:49:26.670  Info     call e2264fb0-483f-45bc-a4f3-5a4ce326e72c ceasing to be

deactivated

2017-02-21  17:49:26.670  Info     call b1b5d433-5ab5-49e1-9ae3-3f4f71703d1b ceasing to be

deactivated

2017-02-21  17:49:30.832  Info     call 40: ending; remote SIP teardown - connected for 0:14

2017-02-21  17:49:30.833  Info     participant "stejanss.movi@steven.lab" left space 22d9f4ca-

8b88-4d11-bba9-e2a2f7428c46 (Guest/Host PIN)

2017-02-21  17:49:30.833  Info     configuring call e2264fb0-483f-45bc-a4f3-5a4ce326e72c to be

deactivated

2017-02-21  17:49:30.833  Info     configuring call b1b5d433-5ab5-49e1-9ae3-3f4f71703d1b to be

deactivated

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


CMS ドキュメント●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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