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会議ブリッジとしての Cisco Meeting Server
リリース 11.5 (1) SU2以降では、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャは Cisco
Meeting Server会議ブリッジをサポートしています。

CiscoMeeting Server会議ブリッジは、アドホック会議、ミートミー会議、開催中の会議、ラン
デブー会議に対応します。この会議ブリッジは、プレミスベースの音声、ビデオおよびウェ

ブ会議を提供し、サードパーティのオンプレミスインフラストラクチャで動作します。拡張

が容易なため、あらゆる規模の導入に対応できるほか、必要に応じて徐々に容量を増やすこと

もでき、組織の現在および将来のニーズに確実に対応することができます。この会議ブリッジ

は高度な相互運用性を提供しています。任意の数の参加者が、以下から会議を作成して参加で

きます。

•シスコまたはサードパーティのルームまたはデスクトップビデオシステム
• Cisco Jabber Client
• Ciscoミーティングアプリケーション（ネイティブブラウザの場合もあれば、WebRTC互
換可能なブラウザの場合もある）

• Skype for Business

Cisco Meeting Server会議ブリッジを使用するには、Cisco Meeting Server 2.0の最低限のリリー
スが必要です。
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ユーザインターフェイスの更新

新しい会議ブリッジタイプ (Cisco Meeting Server)が Ciscoユニファイドコミュニケーション
マネージャの会議ブリッジの設定ウィンドウに追加されました。

新しい正規化スクリプト cisco-meeting-server-interopは Ciscoユニファイドコミュニケーショ
ンマネージャと Cisco Meeting Server（CMS）との間に相互運用性を提供するために追加され
ました。この正規化スクリプトは、Cisco Meeting Serverを使用して SIPトランク接続を設定し
ます。

Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャで会議ブリッジを追加する方法の詳細に
ついては、『 SystemConfigurationGuide for CiscoUnified CommunicationsManager』の「Configure
会議ブリッジ」の章を参照してください。

Skype for Businessとのフェデレーション
IM andプレゼンスサービスのリリース 11.5 (1) SU2は、次のようにMicrosoft Skype for Business
Server 2015とのフェデレーションをサポートしています。

•ドメイン間フェデレーション:エクスプレスSway経由のチャット専用サービスをサポート
します。

•イントラドメインフェデレーション:チャット専用サービスをサポートします。

Skype for Businessでドメイン間またはイントラドメインフェデレーションを設定する方法の詳
細については、次の URLにあるim Andプレゼンスサービスリリース 11.5 (1) SU2または『パー
ティションイントラドメインフェデレーション For Im Andプレゼンスサービスリリース 11.5
(1) SU2 guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

IM and Presenceサービスアドホックチャットルームの
検索

ユーザはサードパーティのクライアントでアドホックチャットルームを検索できますが、検

出できるのは、自身がオーナーまたは管理者であるアドホックチャットルームのみです。

クラスタ間接続を介してチャットルームを検索するユーザの場合、検索結果では、リリース

11.5(1)より古いクラスタからのアドホックチャットルームが検出されますが、このリリース
以上のクラスタからは検出されません。リリース 11.5(1)のクラスタ以上のアドホックチャッ
トルームは、チャットルームのオーナーまたは管理者のみが検出できます。

（注）
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IM and Presenceサービスのログ圧縮
このリリースでは、多くの IMおよびプレゼンスサービスのために gzipを使用したトレースロ
グファイル圧縮が導入されています。ファイル圧縮を含むサービスごとに、ログファイルに割

り当てることができるファイルの最大サイズは 2 MBから 10 MBに増えました。

この更新により、以前よりも多くのログを保存できるようになるため、システムの保守とトラ

ブルシューティングが向上します。たとえば、CiscoXCPルータサービスのログごとの最大ファ
イルサイズが 2 MBから 10 MBに変更され、そのサービスの合計ログサイズの許容値が500%
増加します。

キャパシティの増加に加えて、影響を受ける各サービスについて、Ciscoユニファイド IMおよ
びプレゼンスの有用性でトレース出力のデフォルト値が更新されています。

次の表は、新しい制限値と最大値の新しいデフォルト値をまとめたものです。ファイル圧縮を

含む各サービスの [トレース設定 (Trace Configuration )]ウィンドウのファイル数と最大ファイ
ルサイズ (MB)フィールド。すべてのログ出力ファイルは、使用する前に解凍する必要があり
ます。

表 1 :ファイル圧縮を含む IM andプレゼンスサービストレースログ

ログ出力ファイルの場所最大ファイル

サイズ設定

最大ファイル

数の設定

サービス

/epas/trace/xcp/log/auth-svc-1*.log.gz10 MB (制限)

5 MB (デフォ
ルト)

1万 (制限)

500（デフォル
ト）

CiscoXCPAuthentication Service

/epas/trace/xcp/log/client-cm-1*.log.gz10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

500（デフォル
ト）

Cisco XCP Connection Manager

/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log.gz10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

500（デフォル
ト）

Cisco XCP Router

/epas/trace/xcp/log/txt-conf-1*.log.gz10 MB (制限)

5 MB (デフォ
ルト)

1万 (制限)

500（デフォル
ト）

Cisco XCP Text Conference
Manager

/epas/trace/epe/sdi/epe*.txt.gz10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

250（デフォル
ト）

Cisco Presence Engine
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ログ出力ファイルの場所最大ファイル

サイズ設定

最大ファイル

数の設定

サービス

/epas/trace/esp/sdi/esp*.txt.gz10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

250（デフォル
ト）

Cisco SIP Proxy

/epas/trace/epasca/sdi/epasca *
.txt.gz

10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

250（デフォル
ト）

Cisco Config Agent

/epas/trace/imdb/sdi/ttsoft *
.log.gz

10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

250（デフォル
ト）

Cisco Presence Datastore

/epas/trace/imdb/sdi/ttlogin *
.log.gz

10 MB (制限と
デフォルト)

1万 (制限)

250（デフォル
ト）

Cisco Login Datastore

iPhoneおよび iPad版 Cisco Jabberのプッシュ通知の設定
クラスタでプッシュ通知が有効になっていると、IM and Presenceサービスは、Appleのクラウ
ドベースのプッシュ通知サービスを使用して、インスタントメッセージ通知を、バックグラウ

ンドで実行されている iPhoneおよび iPad版Cisco Jabberクライアントにプッシュします。Cisco
Jabberとの永続的なインスタントメッセージチャネルを維持するには、Ciscoユニファイドコ
ミュニケーションマネージャでプッシュ通知を有効にします。プッシュ通知は、エンタープ

ライズネットワーク内から接続する iPhoneおよび iPad版 Cisco Jabberクライアントと、
ExpresswayのモバイルおよびRemoteAccess（MRA）機能を使用してオンプレミス IMandPresence
サービスに登録しているクライアントの両方に必要です。

プッシュ通知は、iPhoneおよび iPad版 Cisco Jabberクライアントにのみ必要です。Androidお
よびWindowsユーザは影響を受けません。

（注）

IMandプレゼンスサービスでプッシュ通知機能を設定する方法の詳細については、『プッシュ
通知 (オンプレミス導入)』の章を参照してください。この章では、IMおよびプレゼンスサー
ビスおよびWebExMessengerで iPhoneおよび iPad版Cisco Jabberについては、次の場所でプッ
シュ通知を展開してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/
products-configuration-examples-list.html
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プッシュ通知は、WebEx Messengerを使用した iPhoneおよび iPad版 Cisco Jabberのクラウド導
入にも必要です。詳細については、上記のドキュメントの「プッシュ通知(クラウド導入)」の
章を参照してください。

（注）

プッシュ通知のパフォーマンスカウンタ

次の表に、CiscoユニファイドコミュニケーションマネージャIMおよびプレゼンスサービス
のオンプレミス展開のプッシュ通知をサポートするために、シスコユニファイドリアルタイム

モニタリングツールに追加されたカウンタを示します。カウンタは、特定のAPNSサブスクラ
イバサービス (APN、APN:ベータ、APN: dev、APNS: test、APNS: loadなど)に対してのみ増加
することに注意してください。たとえば、サブスクライバサービスが「APN:ベータ」の場合、
APN:ベータカウンタのみが増加し、APN: devカウンタは増加しません。Cisco Jabberサービス
タイプによって、どのサブスクライバサービスが使用されるかが決まります。

サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

Cisco XCP設定マネージャカウンタ

任意のAPNSサブスクライバサー
ビス。

正常に送信されたプッシュ通知の数。NumberOfPushSuccess

プッシュ通知の送信に失敗した回数。NumberOfPushFailure

無効なターゲットによるプッシュ通知の失敗の合

計数。

TargetInvalid

ターゲットの期限が切れたためのプッシュ通知の

失敗の合計数。

ターゲットの期限切れ

Cisco XCPプッシュカウンタ
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サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

APNSサブスクライバサービスとしてAPNSを使用する
APNSクライアントのプッシュが有効なセッショ
ンの数。このカウンタは、プッシュ通知が有効に

なっている場合に増加し、プッシュ通知が無効に

なるか、またはセッションが終了すると減少しま

す。

PushEnabledSessionsApns

60秒のインターバルの間に、サブスクライバサー
ビスとして APNが設定されているクライアント
に対して受信したプッシュ有効要求の数。このカ

ウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされます。

PushEnableReqRcvdApns

60秒のインターバルの間に受信されたプッシュエ
ラーの数。このカウンタは、60秒ごとにゼロにリ
セットされます。

PushErrorsApns

60秒間隔の間にサイレントモードでセッションに
送信されたメッセージの数。このカウンタは、60
秒ごとにゼロにリセットされます。

Pushor

60秒のインターバルの間に、一時停止状態のセッ
ションに送信されたメッセージの数。このカウン

タは、60秒ごとにゼロにリセットされます。

PushSentDisconnApns
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サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

APN:ベータ版サブスクライバサービスとしての APNを使用し
ているクライアントのプッシュが有効なセッショ

ンの数。このカウンタは、プッシュ通知が有効に

なっている場合に増加し、プッシュ通知が無効に

なるか、またはセッションが終了すると減少しま

す。

PushEnabledSessionsApnsBeta

60秒のインターバルの間に、サブスクライバサー
ビスとして APNが設定されているクライアント
に対して受信したプッシュ有効化要求の数。この

カウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされま
す。

PushEnableReqRcvdApnsBeta

サブスクライバサービスが APN: betaの60秒間隔
中に受信されたプッシュエラーの数。このカウン

タは、60秒ごとにゼロにリセットされます。

PushErrorApnsBeta

60秒間隔の間にサイレントモードでセッションに
送信されたメッセージの数。サブスクライバサー

ビスは APNS: betaです。このカウンタは、60秒
ごとにゼロにリセットされます。

PushSentSilentApnsBeta

60秒間隔の間に、サブスクライバサービスがAPN:
betaである、一時停止状態のセッションに送信さ
れたメッセージの数。このカウンタは、60秒ごと
にゼロにリセットされます。

PushSentDisconnApnsBeta
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サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

APNS: devサブスクライバサービスとしての、APNS:devを
使用したクライアントのプッシュが有効なセッ

ションの数。このカウンタは、プッシュ通知が有

効になっている場合に増加し、プッシュ通知が無

効になるか、またはセッションが終了すると減少

します。

PushEnabledSessionsApnsDev

60秒のインターバルの間に、サブスクライバサー
ビスとして APNS:devを使用してクライアントに
対して受信したプッシュイネーブル要求の数。こ

のカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされま
す。

PushEnableReqRcvdApnsDev

サブスクライバサービスが APNS:devの60秒イン
ターバルの間に受信されたプッシュエラーの数。

このカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされ
ます。

PushErrorsApnsDev

60秒間隔の間にサイレントモードでセッションに
送信されたメッセージの数 (サブスクライバサー
ビスがAPN: devの場合)。このカウンタは、60秒
ごとにゼロにリセットされます。

PushSentSilentApnsDev

60秒間隔の間に、サブスクライバサービスが
APNS:devである、一時停止状態のセッションに
送信されたメッセージの数。このカウンタは、60
秒ごとにゼロにリセットされます。

PushSentDisconnApnsDev
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サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

APNS:loadサブスクライバサービスとしての、APNS:loadを
使用したクライアントのプッシュが有効なセッ

ションの数。このカウンタは、プッシュ通知が有

効になっている場合に増加し、プッシュ通知が無

効になるか、またはセッションが終了すると減少

します。

PushEnabledSessionApnsLoad

60秒のインターバルの間に、サブスクライバサー
ビスとしてAPNS:loadが設定されているクライア
ントに対して受信したプッシュ有効要求の数。こ

のカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされま
す。

PushEnableReqRcvdApnsLoad

サブスクライバサービスがAPNS:loadの60秒イン
ターバルの間に受信されたプッシュエラーの数。

このカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされ
ます。

PushErrorsApnsLoad

60秒間隔の間にサイレントモードでセッションに
送信されたメッセージの数 (サブスクライバサー
ビスが APNS:loadの場合)。このカウンタは、60
秒ごとにゼロにリセットされます。

PushSentSilentApnsLoad

60秒間隔の間に、サブスクライバサービスが
APNS:loadである、一時停止状態のセッションに
送信されたメッセージの数。このカウンタは、60
秒ごとにゼロにリセットされます。

PushSentDisconnApnsLoad
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サブスクライバサービスが...に設
定されている場合、カウンタが

増加します。

カウンタの説明RTMTカウンタ

APNS:testサブスクライバサービスとしての、APNS:testを
使用したクライアントのプッシュが有効なセッ

ションの数。このカウンタは、プッシュ通知が有

効になっている場合に増加し、プッシュ通知が無

効になるか、またはセッションが終了すると減少

します。

PushEnabledSessionsApnsTest

60秒のインターバルの間に、サブスクライバサー
ビスとして APNS:testが設定されているクライア
ントに対して受信したプッシュ有効要求の数。こ

のカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされま
す。

PushEnableReqRcvdApnsTest

サブスクライバサービスが APNS:testの60秒イン
ターバルの間に受信されたプッシュエラーの数。

このカウンタは、60秒ごとにゼロにリセットされ
ます。

PushErrorsApnsTest

60秒間隔の間にサイレントモードでセッションに
送信されたメッセージの数 (サブスクライバサー
ビスがAPNS:testの場合)。このカウンタは、60秒
ごとにゼロにリセットされます。

PushSentSilentApnsTest

60秒間隔の間に、サブスクライバサービスが
APNS:testである、一時停止状態のセッションに
送信されたメッセージの数。このカウンタは、60
秒ごとにゼロにリセットされます。

PushSentDisconnApnsTest

IM and Presenceのロスタークリーンアップ
このリリースでは、CLIコマンドのユーティリティ rostersセットが IM Andプレゼンスサービ
スに追加されています。これらのコマンドは、システムの期限切れの連絡先と監視を表示およ

び削除できるようにすることで、システムのパフォーマンスを維持するのに役立ちます。

従業員が会社を脱退すると、データベースにはそれらの従業員の連絡先とウォッチャーレコー

ドが保持されます。時間の経過とともに、これらのレコードは蓄積され、システムパフォーマ

ンスのドレインを開始できます。これらの新しい CLIコマンドを使用すると、期限切れのレ
コードをすばやく表示したり削除したりできます。これにより、システムは最適なパフォーマ

ンスで稼働し続けることができます。
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新しいユーティリティ rosters * CLIコマンド

この機能をサポートするために、次の CLIコマンドが導入されました。

• [ rosters list限定的]:このコマンドは、無効なウォッチャーと連絡先の数を表示します。

• [ rosters list full]:このコマンドは、無効なすべてのwatcherと連絡先の詳細をファイルに書
き込み、CLIの合計数を表示します。

• [ rosters list watcher]:このコマンドは、無効なすべてのwatcherの詳細をファイルに書き込
み、CLIのカウントを表示します。

• [ rosters list contacts]:このコマンドは、ファイル内のすべての無効な連絡先の詳細を書き
込み、CLIのカウントを表示します。

• [ユーティリティ (rosters)] [削除 (delete )]:このコマンドは、クラスタ内に存在する無効な
すべての watcherおよび無効な連絡先を削除します。

無効な連絡先とウォッチャーを削除

データベースから無効な連絡先とウォッチャーを削除するには、次の手順を実行します。シス

テムが低速で動作している場合、1つの理由は、会社を退職した従業員の無効な連絡先および
ウォッチャーである可能性があります。従業員が会社から脱退した後でも、システムはこれら

のレコードを維持します。時間の経過とともに、退職した従業員の無効なレコードは、システ

ムパフォーマンスを蓄積してドラッグすることができます。

データベースパブリッシャのノードで、次の手順を実行します。

このタスクはメンテナンス期間中にのみ実行することを推奨します。（注）

手順

ステップ 1 コマンドラインインターフェイスにログインします。

ステップ 2 utils rosters list limitedCLIコマンドを実行して、クラスタ内の無効なウォッチャーと連絡先の
総数を取得します。

ステップ 3 オプション。期限切れの連絡先と無効なウォッチャーの完全なリストを含む詳細なファイルを
作成するには、次のいずれかのコマンドを実行します。

• [ rosters full full]:無効な watcherと、クラスタ内の連絡先を含むファイルを出力します。
• [ rosters list watcher]:無効なウォッチャーのファイルをクラスタに出力します。
• [ rosters list contacts]:クラスタ内の無効な連絡先を含むファイルを出力します。

ステップ 4 無効な watcherと連絡先を削除するには、ユーティリティの rosters deleteコマンドを実行しま
す。

新機能および変更された機能
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常設チャットのハイアベイラビリティ
このリリースでは、Microsoft SQL Server (MSSQL)外部データベースとともに永続的なチャッ
トハイアベイラビリティ機能を導入できるようになりました。以前は、MSSQLは永続的な
チャットのハイアベイラビリティのためにサポートされているデータベースではありませんで

した。IMおよびプレゼンスサービスノードの障害またはテキスト会議（TC）サービスの障害
時は、サービスによりホストされているすべての持続チャットルームが自動的にバックアップ

ノードの TCサービスによってホストされます。フェールオーバー後、Jabberクライアントは
シームレスに持続チャットルームを使用し続けることができます。

詳細については、『 Configuration And Administration Guide FOR IM And在席サービス』の
「Persistent Chat High Availability」の章を参照してください。

共有電話のMRAサポート
[Mobile and Remote Access (MRA)]エンドポイントで、Ciscoユニファイドコミュニケーション
マネージャに登録されたエンドポイントは、共有回線をサポートするようになりました。この

機能を使用するには、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャリリース 11.5 (1)
SU2および Sway X 8.9の最小リリースを実行している必要があります。

Cisco IP電話 78xxおよび 88 xxシリーズでは、この機能がサポートされるようになりました。

この機能は、ルートパスヘッダーのサポートに依存しています。これは、この機能をイネーブ

ルにする必要があります。詳細については、『CiscoExpresswayを介したモバイルおよびリモー
トアクセス導入ガイド、リリース X8.9』を参照してください。

MRAエンドポイントの機能制限
次の表に、Mobile & Remote Access (MRA)テレプレゼンスのテスト中に確認された機能制限
と、Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャリリース 11.5 (1) SU2と相互運用する
導入環境内の Jabberエンドポイントの概要を示します。エクスプレス sway X 8.9。

このデータに基づくテストは、最も一般的に使用されている機能を対象としています。ただ

し、すべてのシナリオをテストすることはできません。そのため、シスコでは、このようにす

ることで、すべての Ciscoユニファイドコミュニケーションマネージャ機能のサポートを保
証することはできません。

機能の制約事項機能

Cisco IP電話 78xxおよび 88 xxシリーズでサポートされていま
す。他のエンドポイントではサポートされていません。

共有回線

新機能および変更された機能
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機能の制約事項機能

次の場合に、保留中のコールが再開されると、音声障害が発生す

る可能性があります。

•リモートの Jabberクライアントがリモートテレプレゼンスエ
ンドポイントにコールします。

•リモートテレプレゼンスエンドポイントは、エンタープライ
ズネットワーク内のテレプレゼンスエンドポイントをコール

します。

保留/復帰

リモートエンドポイントには、次のモビリティ制限が適用されま

す。

•セッションハンドオフはサポートされていません

• Dial via office reverseはサポートされています。Dial via office
forward iはサポートされていません。

モビリティコール

会議には次の制限事項が適用されます。

•リモート参加者を含む会議では、リモート参加者をアクティ
ブな会議からドロップすることはできません。

• MeetMe会議は、MRAを介した Cisco Jabberではサポートさ
れていません。

[会議（Conferencing）]

未サポートコールパーク

サポート対象外コールピックアップ

サポート対象外コールモニタリング

未サポートコール録音

サポート対象外コール保持

テレプレゼンスエンドポイントでの対応。CiscoJabberではサポー
トされていません。

エクステンションモビリ

ティ

音声チャネルで複数のコーデックをネゴシエートするエンドポイ

ントの機能はサポートされていません。

マルチストリーム

H.265はサポートされていません。ビデオコーデックのサポー

ト

未サポートグレースフル登録

サポート対象外ローミング

新機能および変更された機能
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機能の制約事項機能

サポート対象外[発呼側トランスフォーメー
ションCSS（Calling Party
Transformation CSS）]

[Cisco Sparkリモートデバイス（Cisco Spark Remote
Device）]

ライセンスやMTPの挿入が不要であり、詳細なバグ修正が含まれているため、ハイブリッド
導入には Cisco Sparkリモートデバイス（Spark-RD）を強くお勧めします。このオプションを
使用するには、Unified CM10.5(2)SU5、11.0(1a)SU3、または 11.5(1)SU3を使用する必要があり
ます。サポート対象外のリリースについては、代わりに CTI-RDを使用しますが、これにはラ
イセンスやMTPの挿入が必要です。サポート対象のリリースでの手動作成と自動作成につい
ては、新規のアクティブ化にCiscoSpark-RDを使用する必要があります。以前のリリースで作
成した CTI-RDは、Cisco Spark-RDに移行するまでは、引き続き機能します。

Hybrid Call Servicesの Cisco Sparkリモートデバイスとサポートされている設定の詳細について
は、を参照してください。 http://www.cisco.com/go/hybrid-services-call

Jabberへの IM and Presnceサーバの Pingは設定できない
IM and Presenceサーバは、2回の 1分間の pingの後にクライアントからキープアライブを受信
しない場合に、ユーザのプレゼンスステータスを使用不可として更新します。

これらの pingのタイミングは、サーバ側でハードコードされており、設定できません。

新機能および変更された機能
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[Cisco Sparkリモートデバイス（Cisco Spark Remote Device）]

http://www.cisco.com/go/hybrid-services-call
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