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開催中の会議の概要
開催中の会議機能では、外部と内部両方の発信者が開催中の会議の IVR電話番号（一元化され
た会議アシスタント番号）をダイヤルすることにより会議に参加できます。IVRアプリケー
ションは、発信者に対しアナウンスを再生して会議への参加を指示します。

会議の確立に使用される会議番号は、セルフサービスユーザ IDと同一です。管理者がエンド
ユーザのウィンドウで会議番号を設定します。セルフサービスユーザ IDは通常、ユーザのプ
ライマリエクステンション番号と同一です。

ホスト（エンドユーザ）から会議番号、タイムスロット、および参加者アクセスコードがす

べての参加者に提供されます。ホストには会議へ参加するためにPINが必要ですが、参加者に
は不要です。参加者がホストより前に会議にダイヤルすると、保留音（MOH）が参加者に対
して再生されます。

ホストが会議番号と PINの両方を正しく入力すると、ホストのMRGL（メディアリソースグ
ループリスト）に基づいて会議ブリッジが割り当てられます。会議開始前に参加する参加者

は、同じ会議ブリッジにリダイレクトされます。

ホストは安全な会議コールのために参加者アクセスコードを設定できます。詳細については、

『Cisco Unified Communications Self Care Portal Guide』の開催中の会議のアクセスコードの設
定に関するトピックを参照してください。

開催中の会議の前提条件
「開催中の会議」を使用するには、以下のメディアリソースが設定されていること、会議を開

始するデバイスからそれらを使用できることを確認する必要があります。
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• [会議ブリッジ（Conference Bridge）]：ユーザエクスペリエンスを快適にするため、ソフ
トウェアベースの Cisco IPVMS会議ブリッジを使用することを推奨します。他の会議ブ
リッジを使用すると、会議参加者の参加退出トーンが再生されない可能性があります。

•音声自動応答（IVR）（Interactive Voice Response (IVR)）

リソースを設定した後、これらのリソースをデバイスで使用可能にすることができます。そう

するには、これらのリソースを含むメディアリソースグループリストを設定し、そのメディ

アリソースグループリストを、デバイスが使用するデバイスプールまたは個々のデバイスに

関連付けます。会議ブリッジ、音声自動応答、メディアリソースグループの設定の詳細につ

いては、『Guide for Unfiied Manager』の「Configure Media Resources」セクションを参照して
ください。

開催中の会議のタスクフロー

始める前に

•開催中の会議の前提条件（1ページ）を確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

会議をホストするには、[機能グループ
テンプレート（FeatureGroupTemplate）]
のオプションを有効にします。

エンドユーザによる会議のホストを有効

化（2ページ）
ステップ 1

（任意）新規ユーザを追加するために使

用します。

ユーザ/電話のクイック追加（3ペー
ジ）

ステップ 2

ホストは、会議番号と出席者コードを設

定できます。

エンドユーザによる開催中の会議のホ

ストの設定（4ページ）
ステップ 3

開催中の会議を設定するために使用しま

す。

開催中の会議の設定（4ページ）ステップ 4

エンドユーザによる会議のホストを有効化

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から、[ユーザ管理（User
Management）] > [ユーザ/電話の追加（User/Phone Add）] > [機能グループテンプレート
（Feature Group Template）]の順に選択します。
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[機能グループテンプレートの検索と一覧表示（Find and List Feature Group Templates）] ウィン
ドウが表示されます。

ステップ 2 適切な検索条件を入力し、[検索（Find）]をクリックします。
一致するすべてのレコードが表示されます。

ステップ 3 レコードのリストで、表示するレコードへのリンクをクリックします。
[機能グループテンプレートの設定（Feature Group Template Configuration）]ウィンドウが表示
されます。

ステップ 4 ユーザが会議をホストできるようにするには、[機能（Features）]セクションの [エンドユーザ
による会議のホストを有効化（Enable End User to Host Conference Now）]チェックボックスを
オンにします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ユーザ/電話のクイック追加（3ページ）

ユーザ/電話のクイック追加

始める前に

エンドユーザによる会議のホストを有効化（2ページ）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から、[ユーザ管理（User
Management）]> [ユーザ/電話の追加（User/PhoneAdd）]> [ユーザ/電話のクイック追加（Quick
User/Phone Add）]を選択します。
[ユーザの検索/一覧表示（Find and List Users）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 [ユーザ/電話のクイック追加（Quick User/Phone Add）]ウィンドウのフィールドを設定しま
す。フィールドと設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

（任意）エンドユーザによる開催中の会議のホストの設定（4ページ）
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エンドユーザによる開催中の会議のホストの設定

手順

ステップ 1 CiscoUnifiedCMの管理で、[ユーザの管理（UserManagement）]> [エンドユーザ（EndUser）]
を選択します。

[ユーザの検索と一覧表示（Find and List Users）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 既存のユーザを選択するには、[ユーザを次の条件で検索（FindUserwhere）]フィールドで適
切なフィルタを指定し、[検索（Find）]をクリックしてユーザのリストを取得した後、リスト
からユーザを選択します。

検索結果に、Cisco Unified Communications Managerで設定されたすべてのエンドユーザが表示
されます。

ステップ 3 ユーザ情報を表示するには、ユーザ名をクリックします。
[エンドユーザ設定（End User Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [開催中の会議情報（Conference Now Information）]セクションを見つけます。

ステップ 5 [エンドユーザによる会議のホストを有効化（EnableEndUser toHostConferenceNow）]チェッ
クボックスをオンにします。

[機能グループのテンプレート（Feature Group Template）]で [エンドユーザによる会議のホス
トを有効化（Enable End User to Host Conference Now）]が有効にされている場合、新しく追加
されたユーザにデフォルトの設定が継承されます。

ステップ 6 [会議番号（Meeting Number）]は、[エンドユーザ設定（End User Configuration）]の [セル
フサービスユーザ ID（Self-Service User ID）]フィールドの設定時に自動的に生成されます。
この番号は、[セルフサービスユーザ ID（Self-ServiceUser ID）]フィールドで変更されたユー
ザの電話番号です。

ステップ 7 （オプション）[出席者のアクセスコード（Attendees Access Code）]を入力します。

ホストは安全な会議コールのために参加者アクセスコードを設定できます。その後、ユーザは

セルフケアポータルへのアクセスコードを変更できます。設定フィールドの詳細については、

『Cisco Unified Communications Self Care Portal User Guide』を参照してください。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

開催中の会議の設定（4ページ）

開催中の会議の設定

始める前に

エンドユーザによる開催中の会議のホストの設定（4ページ）
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手順

ステップ 1 Cisco Unified CMの管理から、[コールルーティング（Call Routing）] > [開催中の会議
（Conference Now）]を選択します。
[開催中の会議の設定（Conference Now Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [開催中の会議の設定（Conference Now Configuration）]ウィンドウの各フィールドを設定し
ます。フィールドと設定オプションの詳細については、「関連項目」の項を参照してくださ

い。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

開催中の会議の設定（5ページ）

開催中の会議の設定

説明フィールド

外部の発信者が番号にアクセスできるように、DID（ダイヤルイン）
番号を Cisco Unified CommunicationsManagerクラスタに入力します。
番号とパーティションの組み合わせは、クラスタ内で一意である必要

があります。

[Conference Now IVR
電話番号（Conference
Now IVR Directory
Number）]
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説明フィールド

パーティションを使用して、開催中の会議の番号またはパターンへの

アクセスを制限するには、ドロップダウンリストから必要なパーティ

ションを選択します。

開催中の会議の番号またはパターンへのアクセスを制限しない場合

は、パーティションとして [<なし>（<None>）]を選択します。

ドロップダウンリストに表示されるパーティションの数を設定する

には、[リストボックスの最大項目数（MaxList Box Items）]エンター
プライズパラメータを使用します。[最大リストボックス項目（Max
List Box Items）]エンタープライズパラメータで指定された数を超え
るパーティションがある場合、ドロップダウンリストボックスの隣

に [検索（Find）]ボタンが表示されます。[検索（Find）]ボタンをク
リックすると、[パーティションの検索と一覧表示（Find and List
Partitions）]ウィンドウが表示されます。

リストボックスの最大項目数を設定するには、[システム
（System）] > [エンタープライズパラメータ（Enterprise
Parameters）]を選択し、[CCMAdminパラメータ
（CCMAdmin Parameters）]の下の [リストボックスの最大
項目数（Max List Box Items）]フィールドを更新します。

（注）

CiscoUnified CommunicationsManagerクラスタ内で、開催中
の会議の番号またはパターンとパーティションの組み合わ

せに重複がないことを確認します。

（注）

[ルートパターン
（Route Pattern）]

説明には、任意の言語で最大 50文字を指定できますが、二重引用符
（"）、パーセント記号（%）、アンパサンド（&）、山カッコ（<>）
は使用できません。

説明

整数値を選択して、キューでの最大待機時間を分単位で設定します。

デフォルト値は 15分です。このフィールドの値の範囲は 1～ 60分で
す。

このフィールドでは、ホストが会議に参加するまでの参加者の最大待

機時間を指定します。

タイマーが時間切れになってもホストが会議に参加しない場合、参加

者は自動的に切断されます。

[参加者が切断される
までのホストの最大待

機時間（Maximum
Wait Time For Host
Until Participant is
Disconnected）]
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説明フィールド

ドロップダウンリストから保留音（MOH）ソースを選択します。デ
フォルト値は [NULL]です。

何も選択しない場合、サービスパラメータで設定されたデフォルト

のネットワーク保留MOH/MOHソースが使用されます。

MOHソースはユニキャストまたはマルチキャストとして設定されま
す。発信者のメディアリソースグループリスト（MRGL）のマルチ
キャストまたはユニキャストの設定が優先されます。

MOH設定が変更されても、キューを待機している既存の発信者には
影響しません。

キュー内の今後の発信者はすべて、更新された設定に基づいてMOH
をリッスンします。

[参加者が待機中の
MOH音源（MOH
SourceWhile Participant
is Waiting）]

開催中の会議の連携動作と制限事項

開催中の会議の連携動作

連携動作機能

モビリティユーザが、リモート接続先からエンタープライズ機能ア

クセス DID番号にダイヤルします。コールが接続されると、リモー
ト接続先の電話を使用して DTMF番号が PSTNゲートウェイ経由で
Unified Communications Managerに送信されます。

Unified CommunicationsManagerでは最初に、#キーの前に入力される
ユーザPINが認証されます。ユーザPINの認証が正常に完了したら、
1と #キーを押して 2段階ダイヤルコールであることを示し、その後
電話番号を入力します。ダイヤルした電話番号が開催中の会議の IVR
電話番号であり、ユーザが会議ホストである場合、ユーザはPINをも
う一度入力する必要があります。

モビリティEFA（エン
タープライズ機能アク

セス）

開催中の会議
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連携動作機能

コールはエンタープライズ PSTN H.323または SIPゲートウェイ経由
で Unified Communications Managerに転送されます。IVRがユーザに
対し、ユーザ ID、#キー、PIN、#キー、番号1（モバイル音声アクセ
スコールにするため）、該当する電話番号をこの順序で入力するよ

う指示します。電話番号が開催中の会議の IVR電話番号であり、ユー
ザが会議ホストである場合、ユーザはPINをもう一度入力する必要が
あります。

ユーザがリモート接続先から直接ダイヤルする場合、ユー

ザに対して PINの入力は指示されません。ただし、ユーザ
が異なる電話からモバイル音声アクセス電話番号にダイヤ

ルすると、コール発信前に PINを入力するよう指示されま
す。ユーザが開催中の会議の IVR電話番号をコールすると、
PINをもう一度入力するよう指示されます。

（注）

モビリティMVA（モ
バイル音声アクセス）

開催中の会議の制限事項

「開催中の会議」機能には次の制約事項があります。

•ホストは参加者をミュートできません。

•参加者は DTMF番号を入力して音声をミュートにすることはできません。

•開催中の会議の参加者のリストはサポートされていません。

• 1つの会議の最大参加者数は、既存の CallManagerサービスパラメータ [最大ミートミー
会議ユニキャスト（Maximum MeetMe Conference Unicast）]により制御されます。これは
内部と外部の両方の発信者に適用されます。

•同時に実行できる開催中の会議インスタンスとミートミー会議インスタンスの合計最大数
は、Unified Communications ManagerCisco Unified Communications ManagerUnified
Communications Manager CallManagerノードあたり 100です。

•保留ビデオはサポートされません。

• IPVMSソフトウェア会議ブリッジでは、コーデック G.711（ALawおよび ULaw）とワイ
ドバンド 256kだけがサポートされています。発信側デバイスとソフトウェア会議ブリッ
ジの間でコーデックが一致していない場合、トランスコーダが割り当てられます。

•会議参加者の参加音と退出音を再生するには、次のうち1つ以上の条件を満たしている必
要があります。

•少なくとも 1人の会議参加者が Cisco IP電話を使用している。

•割り当てられているソフトウェア会議ブリッジが IPVMSである。

開催中の会議
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•会議ブリッジが設定されている場合、ホストが在席しているかどうかに関係なく、残りの
参加者で会議が続行されます。ホストが参加者アクセスコードを設定している場合、ホス

トが会議に再度参加しようとすると、参加者アクセスコードの入力を求めるアナウンスが

再生されます。ホストは参加者のスケジュールを設定することや、参加者をミュートにす

ることはできません。したがってホストステータスは無効になります。

•ホストが会議に参加する最初のユーザである場合は、音声アナウンスは再生されません。
ただし、ホストが内部の IPフォンから開催中の会議にダイヤルすると、IPフォンに「「会
議（To Conference）」」を示すビジュアルが表示されます。

ホストが外部の電話から開催中の会議に参加する場合、電話には

ビジュアルは表示されません。

（注）
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