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第 1 章

システムでの VMware vSphere の使用

• VMware vSphereの使用, 3 ページ

• ESXiホストを設定して NTPサーバーを使用する, 4 ページ

• VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, 4 ページ

• VMware vCenterを使用してスナップショットを撮る, 5 ページ

• 既存の VMDKファイルを新しい仮想マシンに取り付ける, 7 ページ

VMware vSphere の使用
お使いのシステム用のバーチャルマシンが、VMware vSphereで展開されます。 Cisco WebEx
Meetings Serverは、必ず VMware仮想マシンにインストールします。また、以下の制約がありま
す。

• VMware vSphere 5.0、5.0 Update 1、または 5.1を使用している。

以前のリリースの vSphereはサポートされていません。

• VMware ESXi 5.0、5.0 Update 1、または 5.1を使用している。

以前のリリースの ESXiを使用すると、問題を明確に指摘しない[サポートされていないハー
ドウェア]というエラーメッセージが表示されます。

• ESXiホストで設定されている DNSサーバーが ESXiホスト上に展開されている仮想マシン
のホスト名を解決できるようにする。

• VMware vCenterを使用して、CiscoWebExMeetings Serverシステムが展開される ESXiホスト
を管理しなければならない。

•仮想マシンの電源を切る場合、各仮想マシンに対して [電源 > ] [ゲストのシャットダウン]を
常に選択します。（[電源オフ]オプションを使用しないでください。
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サポートされている VMwareの設定に関する詳細は、「Cisco WebEx Meetings Serverシステム
要件」を参照してください。

（注）

ESXi ホストを設定して NTP サーバーを使用する
システムは ESXiホストを使用して時間を設定します。 ESXiホストを設定してクロック同期に
ネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用します。

これは高レベル手順です。詳しい手順については、WMware ESXi説明書を参照いしてくださ
い。

（注）

NTPは、必ず ESXiホストから設定してください。重要

手順

ステップ 1 vSphereクライアントを使用して、在庫パネルの ESXiホストを選択します。

ステップ 2 [構成]タブを選択し、ソフトウェアセクションで [時間構成]を選択します。

ステップ 3 パネルの右上の [プロパティ]を選択します。

ステップ 4 [NTPクライアントを有効にする]を選択します。

ステップ 5 [オプション]を選択して、NTPサーバーを設定します。
Ciscoでは、[ホストの開始と停止]を選択して、ESXiのホスト時間が正しくなくなる可能性を教
えることをお勧めしています。

VMware vCenter を使用してバックアップを作成する
バックアップはVMwareの技術とSANベースのデータ転送を利用する従来型のファイルシステム
です。VMware®データ復元では、使用を中断せずに仮想マシンのバックアップ、または提供する
データまたはサービスを作成します。データ復元は仮想マシンアプライアンスとクライアントプ

ラグインを使用して、バックアップを管理し、復元します。バックアップアプライアンスは、

オープン仮想形式（OVF）で提供されます。データ復元プラグインでは、VMwarevSphereクライ
アントを必要とします。

データ復元は既存のバックアップを管理し、古くなったバックアップを削除します。冗長データ

を削除するための重複排除もサポートします。システム変更手順を行う前に、VMwareデータ復
元（VMware vSphere Release 5.0で使用可）または vSphereデータ保護（vSphere Release 5.1で使用
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可）により仮想マシンのそれぞれのバックアップを作成することをお勧めします。 (VMware Data
Recover/vSphere Data Protectionは、vSphere Essentials Kit以外の、VMware vSphereに含まれていま
す。詳細については、http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdfを参照してください。）

バックアップはまた、ストレージサーバーを使用して作成することもできます。詳細について

は、「ストレージサーバーの設定」をご覧ください。

仮想マシンのスナップショットは、ある時点におけるシステムの写真であり、バックアップと同

じではありません。パフォーマンス上の理由で、バックアップを使用し、仮想マシンが存在する

物理ドライブとは異なる保存場所に仮想マシンのバックアップを保持することを推奨します。ス

ナップショットの詳細と既知のパフォーマンス上の問題については、「VMware vCenterを使用し
てスナップショットを撮る」を参照してください。

手順

ステップ 1 システムをメンテナンスモードにします。詳しくは、メンテナンスモードについて, （132ペー
ジ）を参照してください。

メンテナンス中にミーティングがアクティブになって、ユーザーに悪影響が及ばないようにして

ください。

ステップ 2 VMware vSphereマニュアルの手順に従って、VMware Data Recovery (vSphere Release 5.1以降は
VMware vSphere Data Protectionと呼ばれる)を使用して、システムと各仮想マシンのバックアップ
を作成します。

このバックアップの完全詳細については、『VMware Data Recovery管理ガイド』または『vSphere
Data Protection管理ガイド』を参照してください。

Ciscoは、システムの変更手順を完了し、システムのテストを完了し、その結果に問題
がない場合にのみバックアップを削除するよう勧めています。

（注）

VMware vCenter を使用してスナップショットを撮る
仮想マシンのスナップショットは、システム変更手順後に仮想マシンを素早く復元するために使

用されます。スナップショットは、特定の時点でのシステムの写真であり、バックアップとは異

なります（「VMware vCenterを使用してバックアップを作成する」を参照）。スナップショット
を撮るのに加えて、システムのバックアップもとるようにお勧めします。

元の仮想マシンディスクのファイルが失われた場合、スナップショットでは仮想マシンを復元

できません。

（注）

スナップショットは、仮想マシンが存在する物理的ドライブに保存されます。スナップショット

を適時に削除しないと、エンドユーザーは仮想マシンのパフォーマンスに影響する既知の問題が

原因でオーディオおよびビデオの性能低下を経験する場合があります。そのため、パフォーマン

ス上の理由で、バックアップを使用するか、仮想マシンが存在する物理ドライブとは異なる保存

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
5

VMware vCenter を使用してスナップショットを撮る

http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf


場所に仮想マシンのバックアップを保持することを推奨します。また、スナップショットは更新

には使用できますが、システムアップグレードの場合、すべてのスナップショットを削除し、元

のシステムをバックアップするようにお勧めします。（VMwareスナップショットのこの周知の
問題に関する詳細は、VMwareのウェブサイトに移動して、「ネットワークストレージでVMware
vSphereを実行するためのベストプラクティス」を参照してください。さらに、VMwareのナレッ
ジベースでさらなる情報を得るために、「スナップショットのパフォーマンスへの影響」を検索

できます。）

システム変更手順を実行する前に、Ciscoはシステムをバックアップしたり（特にアップグレード
を行う場合）、各仮想マシンのスナップショットを撮る（特に更新を行う場合）ことをお勧めし

ます。 VMware Data Recovery (vSphereリリース 5.1以降では VMware vSphere Data Protection)を使
用したり、各仮想マシンのスナップショットを取ることで、システムをバックアップできます。

(VMware Data Recover/vSphere Data Protectionは、vSphere Essentials Kit以外の、VMware vSphereに
含まれています。)

パフォーマンス上、仮想マシンが存在する物理デバイスとは異なる場所に仮想マシンのスナップ

ショットを保管してください。

特定の手順の準備セクションをお読みください。各手順に対する特別な懸念事項が記載されてい

ます。

システムが複数の仮想マシンで構成されている場合、[電源] > [ゲストのシャットダウン] を選
択して、システム上の各仮想マシンのスナップショットを取ります。各仮想マシンのスナッ

プショットには、同じ接頭辞のラベルを貼ってください。例:8月20日これらのスナップショッ
トが同じときに撮られたことがわかります。

メモ

Ciscoは、スナップショットを 24時間以上保存しないようお勧めしています。それ以上長く
保存する場合は、代わりにバックアップを作成してください。VMware Data Recovery (vSphere
リリース 5.1以降は VMware vSphere Data Protection)の詳細については、VMware vCenterを使
用してバックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 システムをメンテナンスモードにします。詳しくは、メンテナンスモードについて, （132ペー
ジ）を参照してください。

メンテナンス中にミーティングがアクティブになって、ユーザーに悪影響が及ばないようにして

ください。

ステップ 2 Vmware vCenterで、各仮想マシンに対して [電源] > [ゲストのシャットダウン]を選択します。

ステップ 3 各仮想マシンに対して [スナップショット >スナップショットを撮る]の順に選択します。

ステップ 4 スナップショットの名前を入力して、[OK]を選択します。

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
6

VMware vCenter を使用してスナップショットを撮る



次の作業

•手順が完了したら、システムが正しく機能するかテストします。

•スナップショットを戻す必要がある場合は、各仮想マシンのスナップショットが同じ時間に
撮影されていることを確認します。一致しないスナップショットでシステムの電源を入れる

と、データベースが破壊される場合があります。

既存の VMDK ファイルを新しい仮想マシンに取り付ける
このセクションでは、VMwarevCenterを使用して、既存システムの管理用仮想マシンからのVMDK
ファイルを新しい管理用仮想マシンに接続する方法について説明します。

仮想ディスクVMDKファイルを移動するには複数の理由がありますが、ここでは、管理仮想マシ
ンから別の管理仮想マシンにデータを移動することについて説明します。この手順は、システム

を拡張またはアップグレードしたときに使用します。（管理仮想マシンのハードディスク4に保
管されているシステムデータを再利用します。）

ハードディスク 4の VMDKファイルをコピーし、アップグレードまたは拡張したシステムの
管理用仮想マシンの仮想マシンフォルダにコピーします。単純にハードディスク 4をとりつ
けるだけでは、仮想マシンフォルダは古い管理用仮想マシンに残っています。 vCenter在庫の
既存の管理用仮想マシンを誤って削除すると、現在のシステムはハードディスク4へのアクセ
スを失います。

注意

直接接続ストレージ (DAS)を使用している場合は、仮想マシン VMDKファイルを新しい管理
用仮想マシンがアクセスできる LUNに移行する必要があります。

（注）

ここでは、システムに変更を加える前の管理用仮想マシンを「既存の」管理用仮想マシンと呼

びます。拡張またはアップグレード後の管理用仮想マシンは、「新しい」管理用仮想マシン

と呼びます。

（注）

手順

ステップ 1 VMware vCenterの在庫を検索して、システムに対する既存の管理仮想マシンを見つけます。

ステップ 2 仮想マシン名を右クリックして、[設定編集]を選択します。
[仮想マシンのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [ハードウェア]タブを選択して、[ハードディスク4] を選択します。

ステップ 4 今後に備えて、[ディスクファイル]の場所を別のドキュメントにコピーしておいてください。
これにより VMDKファイルの場所を VMware vCenterに指定します。
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ストリングは、[EMC-LUN10-RAID5]
webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3-000001.vmdkと類似しています。以前にシステ
ムをアップグレードした場合は、ファイル名が既存の仮想マシンの命名規則に従っていません。

ステップ 5 ハードディスク4のストレージ場所と仮想マシンのフォルダ名を確認して書き留めてください。
フォルダ名の文字列は、[EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-adminと類似しています。

ステップ 6 何も変更せずに、[設定編集]ウィンドウを閉じます。

ステップ 7 vCenterビューをデータストアおよびデータストアクラスタビューに切り替えます。 [表示] > [在
庫] > [データストアとデータストアクラスタ] の順に選択します。

ステップ 8 既存の管理用仮想マシンが存在するストレージの場所を選択してから、[このデータストアを表示
する]を選択します。

ステップ 9 新しく展開した管理用仮想マシンのストレージ（拡張またはアップグレードしたシステム）の場

所を選択し、[このデータストアを表示する]を選択します。

ステップ 10 この2つのデータストア（既存または新しい管理用仮想マシン）の画面が横に並ぶように調整し
て、両方の管理用仮想マシンのフォルダを比較できるようにします。

ステップ 11 両方の仮想マシンのフォルダを開いて、既存の管理用仮想マシンのVMDKファイルを、新しい管
理用仮想マシンのフォルダにコピーします。

a) 既存の管理用仮想マインのフォルカで、ハードディスク4に関連するVMDKファイルを探しま
す。ステップ4で書き留めたファイルの場所を確認します。

b) ファイルを右クリックして、[コピー]を選択します。
c) 新しい管理用仮想マインのフォルダで右クリックして、[貼り付け]を選択します。
貼り付けが完了したら、両方のデータストアウィンドウを閉じます。

d) [ビュー >在庫 >ホストとクラスタ]の順に選択して、ホストとクラスタの一覧を表示する v
Centerに戻ります。

ステップ 12 VMware vCenterの在庫を探し、システム用の新しい（既存またはアップグレードした）管理仮想
マシンを探します。

ステップ 13 新しく実装した仮想マシン名を右クリックして、[設定編集]を選択します。
[仮想マシンのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

ステップ 14 [ハードウェア]タブを選択して、[ハードディスク4] を選択します。

ステップ 15 [削除]を選択します。
この操作では、仮想ディスクをすぐに削除しません。代わりに、既存の仮想ディスクを削除する

ようスケジュールします。

ステップ 16 [追加]を選択します。
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[ハードウェア追加]ウィザードが表示されます。

ステップ 17 [ハードディスク]、[次へ]の順に選択します。

ステップ 18 [既存の仮想ディスクを使用する]、[次へ]の順に選択します。

ステップ 19 [参照]を選択し、新しく拡張またはアップグレードした管理用仮想マシンが配置されたデータス
トアを探します。新しい管理用仮想マシンのフォルダを探します。このフォルダをダブルクリッ

クしてから、ステップ11でコピーした仮想ディスクを選択します。[OK]を選択します。

ステップ 20 [仮想デバイスノード]ドロップダウンリストで、[SCSI (0:3)]を選択してから [次へ]を選択しま
す。

ステップ 21 変更を見直し、問題がなければ、[終了]を選択します。問題がある場合は、[戻る]を選択して修
正します。

ウィザードが完了すると、[ハードウェア]タブに追加マークのついたディスクが表示されます。

ステップ 22 [OK]を選択して、追加および削除の両方を実行しいます。

ステップ 23 VMware vCenter最近のタスクペインにこの仮想マシンの再構成タスクを表示して、エラーがない
ことを確認します。
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第 2 章

システムのネットワークチェックリスト

• パブリックアクセスおよびNon-Split-Horizon DNSのあるシステム用ネットワークチェックリ
スト, 11 ページ

• パブリックアクセスとSplit-Horizon DNSのシステム向けネットワーク接続チェックリスト,
12 ページ

• パブリックアクセスのないシステム用ネットワークチェックリスト, 12 ページ

パブリックアクセスおよびNon-Split-Horizon DNSのあるシステム用ネッ
トワークチェックリスト

システムの展開中、ページにネットワークチェックリストへのリンクを表示します。これらの

チェックリストは、展開を成功させるために必要なDNSサーバー、ファイアウォール、その他の
ネットワークに関する変更の概要を提供します。これらの必要な変更は、これらの展開を開始す

る前に必ず行ってください。ネットワークの接続は、展開プロセスの最後に行います。

非スピリットホライズン DNSは、会社で最も一般的な DNS構成です。非スプリットホライ
ズン DNSの詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』を参照して
ください。

（注）

大規模なシステムを展開する場合は、必ず手動展開を選択してください。（注）

『CiscoWebExMeetingsサーバープランニングガイド』から適切なチェックリストを選択してくだ
さい。

•自動展開:「自動展開、パブリックアクセス、および非スピリットホライズンDNSによるイ
ンストールまたは拡張のネットワークチェックリスト」を参照
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•手動展開:「手動展開、パブリックアクセス、および非スピリットホライズン DNSによる
インストールまたは拡張のネットワークチェックリスト」を参照

パブリックアクセスとSplit-Horizon DNSのシステム向けネットワーク接
続チェックリスト

システムの展開中、ページにネットワークチェックリストへのリンクを表示します。これらの

チェックリストは、展開を成功させるために必要なDNSサーバー、ファイアウォール、その他の
ネットワークに関する変更の概要を提供します。これらの必要な変更は、これらの展開を開始す

る前に必ず行ってください。ネットワークの接続は、展開プロセスの最後に行います。

大規模なシステムを展開する場合は、必ず手動展開を選択してください。（注）

『CiscoWebExMeetingsサーバープランニングガイド』から適切なチェックリストを選択してくだ
さい。

•自動展開:「自動展開、パブリックアクセス、およびスピリットホライズンDNSによるイン
ストールまたは拡張のネットワークチェックリスト」を参照

•手動展開:「手動展開、パブリックアクセス、およびスピリットホライズンDNSによるイン
ストールまたは拡張のネットワークチェックリスト」を参照

パブリックアクセスのないシステム用ネットワークチェックリスト

システムの展開中、ページにネットワークチェックリストへのリンクを表示します。これらの

チェックリストは、展開を成功させるために必要なDNSサーバー、ファイアウォール、その他の
ネットワークに関する変更の概要を提供します。これらの必要な変更は、これらの展開を開始す

る前に必ず行ってください。ネットワークの接続は、展開プロセスの最後に行います。

大規模なシステムを展開する場合は、必ず手動展開を選択してください。（注）

『CiscoWebExMeetingsサーバープランニングガイド』から適切なチェックリストを選択してくだ
さい。

•自動展開:「自動展開、および非パブリックアクセスによるインストールまたは拡張のネッ
トワークチェックリスト」を参照

•手動展開:「手動展開、および非パブリックアクセスによるインストールまたは拡張のネッ
トワークチェックリスト」を参照
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第 3 章

自動展開を使用するシステムのインストー

ル

• システム展開の一般コンセプト, 14 ページ

• インストールのチェックリスト, 15 ページ

• 自動展開の必須情報, 16 ページ

• VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, 19 ページ

• セットアップ用言語を選択する, 31 ページ

• 展開の確認, 32 ページ

• システムのサイズを確認する, 32 ページ

• インストールするシステムの選択, 33 ページ

• システム展開の種類を選択する, 33 ページ

• VMware vCenterの入力情報を提供する, 34 ページ

• メディア仮想マシンの vCenter設定を選択する, 34 ページ

• メディア仮想マシンのネットワーク情報を入力する, 35 ページ

• パブリックアクセスを追加する, 35 ページ

• インターネットリバースプロキシの vCenter設定を選択する, 36 ページ

• インターネットリバースプロキシのネットワーク情報の入力, 36 ページ

• パブリック VIPアドレスの入力, 37 ページ

• プライベート VIPアドレスの入力, 38 ページ

• WebExサイトおよびWebEx管理のURL, 38 ページ

• WebExサイト URLおよび管理 URLの入力, 39 ページ

• ネットワークが適切に構成されていることを確認する, 40 ページ
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• 仮想マシンを展開する, 40 ページ

• システムのチェック, 41 ページ

システム展開の一般コンセプト

システムサイズ

• 50同時ユーザーシステム

◦通常、500～ 1000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシンとオプションのインター
ネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成されています

• 250同時ユーザーシステム

◦通常、2,500～ 5,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
とオプションのインターネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成され

ています。

• 800同時ユーザーシステム

◦通常、8,000～ 16,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
とオプションのインターネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成され

ています。

• 2000同時ユーザーシステム

◦通常、20,000～ 40,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
（x3）、ウェブマシン（x2）、およびオプションのインターネットリバースプロキシ
（パブリックアクセス用）で構成されています

展開で使用される用語

説明フィールド名

ユーザーがミーティングを主催して参加するために、http URLを
セキュリティで保護します。

WebExサイト URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理するために、httpURL
をセキュリティで保護します。

WebEx管理 URL
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説明フィールド名

WebExサイト URLの IPアドレスパブリック VIP

•管理サイト URLの IPアドレス

• WebExサイト URLの IPアドレス（内部ユーザー専用、スプ
リットホライズン DNSがある場合）。

プライベートVIP

インストールのチェックリスト

VMware vCenterを使用して、Cisco WebEx Meetings Serverシステムが展開される ESXiホスト
を管理しなければならない。

制約事項

ネットワークの変更

展開用に適したネットワークチェックリストを参照してください。考慮事項は以下のとおりで

す。

•パブリックアクセス:ファイアウォール外のユーザーがインターネットまたはモバイルデバ
イスからミーティングを主催してアクセス可能かどうか。

Ciscoでは、移動の多い環境におけるユーザーの利便性を考慮して、パブリックアクセスを
推奨しています。

•会社の DNS設定のタイプ:スピリットホライズン DNSまたは非スピリットホライズン DNS
（最も一般的な DNS設定）。

これらの DNS設定の詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』
を参照してください。

•管理者のデスクトップから管理仮想マシンへとポート 10200を開く。

ポート 10200は、展開中にウェブブラウザによって使用されます。

展開用に適したチェックリストを選択してください。

•パブリックアクセスおよびNon-Split-Horizon DNSのあるシステム用ネットワークチェックリ
スト, （11ページ）

•パブリックアクセスのないシステム用ネットワークチェックリスト, （12ページ）

•パブリックアクセスとSplit-Horizon DNSのシステム向けネットワーク接続チェックリスト,
（12ページ）
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必須情報

自動展開（50人の同時使用ユーザー、250人の同時使用ユーザー、および 800人の同時使用
ユーザーのシステムをサポート）または手動展開（すべてのシステムサイズをサポート）のど

ちらを行うかによって、必須情報は異なります。手動展開が必要な 2000ユーザーのシステム
を展開しない限り、自動展開を選択することをお勧めします。下の適切なリンク先を参照し

てください。

（注）

以下のいずれかを選択し、展開タイプに必要な情報のチェックリストを確認してください。

•自動展開の必須情報, （16ページ）

•手動展開の必須情報, （46ページ）

自動展開の必須情報

以下の順序で、これがシステムに必要な情報です。

システムを展開する前に、必ず DNSサーバーに仮想マシンの FQDN、IPアドレス、WebExお
よび管理サイトの URL、および VIPアドレスを追加してください。この情報を使用して、展
開中の IPアドレスを参照します。

DNSの問題を避けるために、OVA展開を開始する前にこれらの URLと IPをテストすること
が推奨されます。それを行わない場合、これらのエラーを修正するまでシステム展開は失敗

します。

（注）

システムの値説明フィールド名

システム内の仮想マシンの vCenterサーバーの
httpアドレスをセキュリティで保護します。

vCenter URL

お使いのシステムに仮想マシンを展開するため

のユーザー名。このユーザーは管理者特権を

持っていなければなりません:展開、構成、電
源オン/オフ、および仮想マシンの削除。

vCenterユーザー名

vCenterユーザーのパスワード。vCenterパスワード

メディア仮想マシンの ESXiホスト。
主催者はこのESXivCenterに、上記url
としてvCenter。

（注）

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)
ESXi主催者
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システムの値説明フィールド名

メディア仮想マシンのデータストア。(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)
データ格納庫

メディア仮想マシンのポートグループ。

管理用仮想マシンに選択したのと同

じポートグループを選択することを

お勧めします。

（注）

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)仮想マシンポー
トグループ

メディア仮想マシンの完全修飾ドメイン名 (す
べて小文字)。

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)
メディア仮想マシ

ンの FQDN。

メディア仮想マシンの IPv4アドレス。このメ
ディア仮想マシンに対応する IPv4アドレスを
自動検索します。

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)メディア仮想マ
シンの IPv4アドレ
ス

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

ESXiホスト。
管理用仮想マシンと他の内部の仮想マ

シンで選択したのと異なる ESXiホス
トを選択することをお勧めします。

インターネットリバースプロキシへの

トラフィックを確保するため、必ずイ

ンターネットリバースプロキシで使用

した IPアドレスの VLANにルートす
るポートグループを持つ ESXiホスト
を使用してください。

（注）

(パブリックアクセ
スのみ)
ESXi主催者

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

データストア。

(パブリックアクセ
スのみ)
データ格納庫
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システムの値説明フィールド名

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

ポートグループ。

セキュリティ上の理由で、管理用仮

想マシンで選択したのと異なるポー

トグループを選択することをお勧め

します。

（注）

(パブリックアクセ
スのみ)
仮想マシンポート

グループ

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

完全修飾ドメイン名 (すべて小文字)。
(パブリックアクセ
スのみ)
インターネットリ

バースプロキシの
FQDN

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

IPv4アドレス。このインターネットリザーブ
プロキシ仮想マシンに対応する IPv4アドレス
を自動検索します。

(パブリックアクセ
スのみ)
インターネット逆

プロキシ IPv4アド
レス

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

IPv4ゲートウェイ。
(パブリックアクセ
スのみ)
IPv4ゲートウェイ

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

サブネットマスク。

(パブリックアクセ
スのみ)
IPv4サブネットマ
スク

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

DNSサーバー。
(パブリックアクセ
スのみ)
プライマリ DNS
サーバー IPv4アド
レス

（オプション）インターネットリバースプロキ

シ仮想マシンのその他の DNSサーバー。
(パブリックアクセ
スのみ)
セカンダリ DNS
サーバー IPv4アド
レス

WebExサイトのURLの IPアドレス（サイトの
ユーザーがアクセスし、ミーティングを主催し

て参加します）

パブリック VIP
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システムの値説明フィールド名

•管理サイト URLの IPアドレス (管理者の
システムの構成、監視、および管理用)

• WebExサイト URLの IPアドレス（内部
ユーザー専用、スプリットホライズンDNS
がある場合）。

プライベートVIP

ユーザーがミーティングを開催し、それに参加

するためのhttpURL(すべて小文字)を保護しま
す。

WebExサイト URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理す

るための http URL (すべて小文字)を保護しま
す。

WebEx管理 URL

次に行うこと

この情報を使用して、ブラウザウィンドウに展開 URLを入力してシステム展開を開始します。
（展開 URLは、管理用仮想マシンのコンソールウィンドウに表示されます。）

構成が完了する前にシステムを再起動した場合は、新しいパスコードが生成されるため、展開

URLを新しいパスコードのとともに使用する必要があります。
（注）

VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する
システムを展開する前に、VMware vSphereクライアントを使用してシステムの管理用仮想マシン
を実装する必要があります。

以下の手順に従って実施します。 OVA展開中の正確な画面は、使用する vCenter、ストレー
ジ、ネットワーク構成、および手順によって、この手順とはわずかに異なる可能性がありま

す。OVAウィザードの詳しい情報については、VMware vSphere説明書を参照してください。

（注）

はじめる前に

システム用の Cisco WebEx Meetings Server OVAファイルを取得し、VMware vSphereからアクセス
可能な場所に配置してください。

VMware vCenterを使用して、Cisco WebEx Meetings Serverシステムが展開される ESXiホストを管
理しなければならない。 vSphereクライアントを使用して vCenterにサインインし、管理仮想マシ
ンの OVAファイルを展開してください。
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手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにサインインします。
必ず管理者権限を持つユーザーでサインインしてください。展開、構成、電源オン/オフ、および
仮想マシンの削除。

ステップ 2 [ファイル > OVFテンプレートの展開]の順に選択します。

ステップ 3 [参照]を選択して、OVAファイルの保存場所を指定します。 [次へ]を選択します。
CiscoWebExMeetings Serverリンクを選択して、このシステムに関する詳細を表示するウェブペー
ジに移動することができます。
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ステップ 4 エンドユーザー用の使用許諾契約を読み、[承諾する]を選択してから [次へ]を選択します。

ステップ 5 vCenterインベントリの管理仮想マシンを設置する場所に移動して指定します。

ステップ 6 システムサイズに対する仮想マシンの名前を入力して、[次へ]を選択します。会社規模に合った
サイズを正しく選択する方法については、「システムサイズ」を参照してください。

他の仮想マシンを展開する前に、管理仮想マシンを展開する必要があります。自動展

開（推奨）を選択すると、当社が他の仮想マシンを展開します。手動展開（2000同時
ユーザーのシステムに必要）を選択した場合は、ユーザーが管理仮想マシンを展開した

後に、同じウィザードを使用して、他の仮想マシンも展開します。

（注）

Ciscoでは、管理仮想マシンには「Admin」を付けるなど、vCenerインベントリで仮想マシンを識
別しやすいような名前を使用するようお勧めしています。

システムの内部仮想マシンはすべて管理用仮想マシンと同じサブネット内にする必要が

あります。 (選択するシステムのサイズによっては、1つ以上のメディアおよびウェブ
内部仮想マシンが必要になる場合があります。

（注）
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ステップ 7 ドロップダウンメニューから、システムサイズの仮想マシンを選択し、[次へ]を選択します。
システムで他の仮想マシンを展開する前に、必ず管理用仮想マシンを展開してください。
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ステップ 8 vCenterインベントリをナビゲートして、システムで仮想マシンを展開する ESXiホストまたはク
ラスタを選択します。 [次へ]を選択します。
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ステップ 9 クラスタにリソースプールが含まれる場合は、OVAテンプレートを展開するリソースプールを選
択し、[次へ]を選択します。
リソースプールはCPUとメモリリソースを共有するか、DRSまたは vMotionなどのVMware機能
と連動します。リソースプールは、単一の ESXi Hostに専用でなければなりません。 VMwareリ
ソースプールは、Cisco WebEx Meetings Serverで使用することはお勧めしません。
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ステップ 10 仮想マシン用のデータストアと、仮想マシンのプロビジョニングの種類を選択します。

シックプロビジョニングを選択して、システムに必要な最大仮想ディスクスペースを作成するこ

とをお勧めします。シンプロビジョンの場合は、VMwareは「必要に応じて」ファイルシステム
の領域を割り当てるため、性能が低下します。 Lazy zeroが十分で、eager zeroは受け入れ可能で
すが、eager zeroの場合は完了により時間がかかります。
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ステップ 11 ネットワークマッピングを設定します。各ソースネットワークに対して、[宛先ネットワーク]カ
ラムのドロップダウンリストから宛先ネットワークを選択します。 [次へ]を選択します。

「VMネットワーク」と「VIPネットワーク」の双方が「ターゲットネットワーク」欄
で同じ値でマッピングされている必要があります。複数ソースネットワークに関する

警告メッセージが表示されても、無視して同じホストネットワークにマップすることが

できます。

（注）
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ステップ 12 仮想マシンに対する以下の情報を入力してから [次へ]を選択します。

•仮想マシンのホスト名（ここにドメインを含みません）

•仮想マシンのドメイン

•仮想マシンの IPv4アドレス (Eth0)

•仮想マシンのサブネットマスク

•ゲートウェイ IPアドレス

•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスを含むプライマリ DNSサーバー

•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスを含むセカンダリ DNSサーバー

•インストール時と、仮想マシン起動後に表示される言語

DNSの問題を避けるために、OVA展開を開始する前にこれらの URLと IPをテストす
ることができます。エラーがある場合、展開は失敗します。

（注）
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ステップ 13 入力した情報を確認します。間違いがある場合は、[戻る]を選択して値を変更します。

ステップ 14 [展開後にパワーオン]チェックボックスをチェックしてから、[終了]を選択します。
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ステップ 15 管理用仮想マシンを展開する場合は、vCenterに移動して、仮想マシンのコンソールウィンドウを
開きます。電源を入れると、OVA展開時に入力したネットワーク情報をチェックします。

•接続を確認できると、緑色のチェックマークが表示されます。

•問題が発生した場合は、赤色の Xマークが表示されます。エラーを修正してから、OVA展
開を再試行します。

ステップ 16 すべての情報が確認されると、コンソールウィンドウに展開したURLが表示されますので書き留
めてください。

ソフトウェア管理者は、ウェブブラウザにこの URLを入力し、システムの展開を続行します。

設定が完了する前にシステムを再起動した場合は、新しいパスコードが発生されるた

め、新しいパスコードの URLを使用する必要があります。
（注）

次の作業

手動展開を行う場合は、この時点で残りの仮想マシンをシステムに対して展開することをお勧め

します。これにより、タイムアウトや、仮想マシンの電源オン時に発生する問題を避けることが

できます。
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展開が正常に完了したら、ブラウザウィンドウでシステムの展開を続けます。

展開が失敗した場合、「OVA実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する」を参照してくだ
さい。

OVA 実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する
仮想マシンのネットワーク設定を確認します。

展開に失敗した場合以外は、[設定の編集... ]を使ってシステムの仮想マシンを変更しないでく
ださい。システムを稼動させたら、仮想マシンの設定をさらに変更するには、WebEx管理サ
イトを使用する必要があります。 vSphereクライアントを使用している場合は、変更をシステ
ムが受け入れません

重要

詳しい手順は、Vmware vSphere説明書を参照してください。（注）

手順

ステップ 1 vSphereクライアントで、仮想マシンの [電源] > [ゲストのシャットダウン]を選択します。

ステップ 2 在庫で仮想マシンを検索し、[設定の編集... ]を右クリックします。

ステップ 3 [オプション]タブを選択します。

ステップ 4 [プロパティ]を選択し、すべてのネットワーク情報が正しく入力されていることを確認します。
変更が必要な場合は、正しい設定の OVAを再展開します。
可能なネットワーク問題の 1つは、 ESXiホストに対して VLANルーティングが正しく設定され
ていないことです。仮想マシンがVLAN上にないため、仮想マシンがネットワークと接続できま
せん。 ESXiホストのあるネットワークから、システムの仮想マシンで使用する VLANの IPアド
レスに pingできるはずです。

セットアップ用言語を選択する

システムのセットアップに使用する言語を選択します。

このブラウザはシステム展開が完了するまで閉じないでください。完了する前にブラウザを

閉じると、展開を再起動しなければなりません。

（注）
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はじめる前に

管理者用仮想マシンは VMware vCenterから展開してください。 VMware vSphereクライアントか
ら OVAファイルを展開する, （19ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 ドロップダウンメニューから言語を選択します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

展開の確認

手順

ステップ 1 新しいシステムを展開または既存システムを拡張しているか確認します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

システムのサイズを確認する

OVAファイルを使用して管理用仮想ファイルを展開した際に選択したシステムのサイズ。

• OVA展開時に選択したシステムサイズが正しいか確認します。

◦選択したシステムのサイズが正しい場合は、[次へ]を選択します。

◦選択したシステムのサイズが正しくない場合は、[システムサイズを変更する]を選択し
ます。

a) VMware vSphereクライアントを使用して、システムサイズが間違っている管理用仮想マ
シンで [電源] > [ゲストのシャットダウン]を選択します。

b) 仮想マシンを右クリックして、[ディスクから削除する]を選択します。
c) OVAを再展開し、適切なサイズの管理用仮想マシンを選択します。
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インストールするシステムの選択

手順

ステップ 1 インストールの種類を決めます。

•始めてこのシステムをインストールする場合は、[プライマリシステムをインストールする]
を選択します。

•プライマリシステムがすでにインストールされていて、冗長高可用性システムが必要な場合
は、[高可用性（HA）冗長システムの作成]を選択します。

プライマリシステムがインストールされていないとHAシステムにアクセスできな
いため、HAシステムはプライマリシステムをインストールしてからインストール
してください。

（注）

ステップ 2 [次へ]を選択します。

システム展開の種類を選択する

システムに必要な他の仮想マシンを展開する方法を決めます。2000ユーザーシステムを選択した
場合は、手動展開を選択する必要があります。

手順

ステップ 1 仮想マシンを自分で展開する、または弊社に依頼するかを選択します。

•自動:これは最速の方法です。システムに必要なすべての仮想マシンを弊社が展開します。
手動展開が必要な 2000ユーザーのシステムを展開しない限り、Ciscoは [自動]を選択するこ
とをお勧めしています。

Cisco WebEx管理を使用して、展開後にシステムを変更することができま
す。

（注）

•手動:ユーザーが VMware vCenterを使用して各仮想マシンを手動で展開しなければなりませ
ん。システムに関するいくつかの質問に答えた後で、システムに必要な仮想マシンのリスト

を弊社が提供します。

展開を手動または自動にするかの決断には以下が影響します。

•時間的な制限がある場合は、自動展開の方が手動展開より早く実装できます。

•手順に沿った指導を優先する場合は、自動展開を選択します。
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• vCenter Vmwareの操作に慣れていて vCenterの入力情報を提供したくない場合は、手動展開
を選択します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

VMware vCenter の入力情報を提供する
自動展開を選択した場合は、Cisco WebEx Meetings Serverで弊社が仮想マシンを展開するための
vCenter資格情報が要求されます。

はじめる前に

システム用のすべての ESXiホストは、同じ VMware vCenterに属する必要があります。

手順

ステップ 1 弊社がシステムを展開するための vCenterの安全な https URLを入力します。

ステップ 2 仮想マシンの展開に使用するユーザー名を入力します。vCenterのユーザーは、その管理者が仮想
マシンを展開、構成、電源をオン、オフにしたり、削除することを許可する管理権限を含む必要

があります。

ステップ 3 このユーザー名のパスワードを入力します。

ステップ 4 [次へ]を選択します。

メディア仮想マシンの vCenter 設定を選択する
メディア仮想マシンには、250のユーザーと800のユーザーシステムの展開が必要です。

手順

ステップ 1 ドロップダウンリストから、メディア仮想マシンの ESXiを選択します。

ステップ 2 メディア仮想マシンのデータストアを選択します。

ステップ 3 メディア仮想マインの仮想マシンポートグループを選択します。

管理用仮想マシンに選択したのと同じポートグループを選択することをお勧めします。

ステップ 4 [次へ]を選択します。
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メディア仮想マシンのネットワーク情報を入力する

メディア仮想マシンの完全修飾ドメイン名を入力することにより、Cisco WebEx Meetings Server
は、あなたの代わりにネットワーク情報を入力しようとします。

メディア仮想マシンは、管理用仮想マシンと同じサブネット上にある必要があります。メディ

ア仮想マシンのドメイン、IPv4ゲートウェイ、サブネットマスク、DNSサーバーを編集でき
ません。

（注）

手順

ステップ 1 メディア仮想マシンの FQDNを入力する
メディア仮想マシンのホスト名と IPアドレスはDNSサーバーに入力されているはずです。 Cisco
WebEx Meetings Serverは、IPv4アドレスをルックアップし、自動入力します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

パブリックアクセスを追加する

パブリックアクセスを追加すると、ユーザーは、インターネットまたは携帯装置からミーティン

グを主催または出席できます。会社でこの設定を行うための詳細は、『CiscoWebExMeetingsServer
プランニングガイド』を参照してください。

このオプションは、WebEx管理サイトからいつでも後で変更できます。（注）

手順

ステップ 1 外部ユーザーがミーティングを主催または出席できるかどうか選択します。

•パブリックアクセスを追加する場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マシンを作成
する]チェックボックスがチェックされていることを確認します。

•内部ユーザー（会社のファイアウォール内）のみにミーティングの主催または参加を許可す
る場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マシンを作成する]チェックボックスの
チェックを外します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。
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次の作業

•パブリックアクセスあり:インターネットリバースプロキシの vCenter設定を選択する, （36
ページ）

•パブリックアクセスなし:プライベート VIPアドレスの入力, （38ページ）

インターネットリバースプロキシの vCenter 設定を選択する
インターネットリバースプロキシ仮想マシンにはパブリックアクセスが必要です。インストール

のチェックリストに書き留めた値を入力します。

これは必須ではありませんが、セキュリティ上の理由により、管理仮想マシンとは異なるサブネッ

ト上にインターネットリバースプロキシを配置することをお勧めします。このようにすると、イ

ンターネットリバースプロキシと内部仮想マシン（管理用、および該当する場合はメディア用)と
の間のネットワークレベル隔離を確実にすることができます。

vCenterがインターネットリバースプロキシ仮想マシンを展開できるように、VMware vCenter
によって要求されるファイアウォールポートが開いていることを確認してください。必要な

ファイアウォールポートの詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイ
ド』を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 ドロップダウンリストから、インターネットリバースプロキシ仮想マシンのESXiホストを選択し
ます。

ステップ 2 インターネットリバースプロキシのデータストアを選択します。

ステップ 3 インターネットリバースプロキシの仮想マシンポートグループを選択します。

ステップ 4 [次へ]を選択します。

インターネットリバースプロキシのネットワーク情報の入力

インターネットリバースプロキシは、インターネットまたはモバイルデバイスのどちらからでも

ユーザーがミーティングを主催したりミーティングに出席したりすることを可能にします。

はじめる前に

•セキュリティ上の理由により、管理仮想マシンとは異なるサブネット上にインターネットリ
バースプロキシを配置することをお勧めします。
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• DNSサーバーにインターネットリバースプロキシのホスト名と IPアドレスを入力して、外
部ネットワークからの検索を可能にします。

内部ネットワークの検索を有効にするDNSサーバーがある場合は、そのDNSサーバーのイン
ターネットリバースプロキシのホスト名と IPアドレスも入力します。これにより、内部仮想
マシン（管理、メディアなど該当するもの）とインターネットリバースプロキシ間の接続を安

全なものにします。

（注）

•インターネットリバースプロキシに以下の情報を入力してから、[次へ]を選択します。

◦完全修飾ドメイン名 (FQDN)
インターネットリザーブプロキシ仮想マシンのホスト名と IPアドレスは DNSサーバー
に入力されているはずです。システムが検索してIpv4アドレスフィールドに入力しま
す。

◦ IPv4ゲートウェイ

◦ IPv4サブネットマスク

◦プライマリ DNSサーバー IPv4アドレス

◦（オプション）セカンダリ DNSサーバー IPv4アドレス

パブリック VIP アドレスの入力
•このパブリックVIPアドレスは、インターネットと内部ネットワーク（スプリットホライズ
ン DNSのみ）の両方から見える必要があります。

•このパブリック IPは、インターネットリバースプロキシと同じサブネット上にある必要があ
ります。

• Split-horizon DNSがない場合、すべてのユーザーはパブリック VIPアドレスを使用してミー
ティングの主催および参加を行います。

• Split-horizon DNSがありパブリック VIPアドレスが追加されている場合、外部ユーザーはパ
ブリック VIPアドレスを使用してミーティングの主催および出席を行います。

非スプリットホライズンおよびスプリットホライズン DNS、パブリックアクセスに関する詳細
は、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』を参照してください。

高可用性 (HA)システムを作成する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用するた
め、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

•パブリック VIPアドレスを入力してから、[次へ]を選択します。
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プライベート VIP アドレスの入力
管理者が、プライベート VIPアドレスをマップする URLからシステムを構成、監視、維持しま
す。

スプリットホライズン DNSがある場合は、内部ユーザーもプライベート VIPアドレスを使用
してミーティングを主催および出席します。

（注）

高可用性（HA）システムを追加する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用する
ため、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

はじめる前に

プライベート仮想 IP（VIP）アドレスは、内部仮想マシン（管理またはメディアのいずれか該当
するもの）と同じサブネット上にします。

• IPv4プライベート VIPアドレスを入力してから [次へ]を選択します。

WebEx サイトおよび WebEx 管理のURL

WebEx サイト URL

ユーザーはこのWebExサイト URLにアクセスしてミーティングを開催あるいは出席します。こ
の URLは、スプリットホライズン DNSの使用の有無によって、プライベート VIPアドレスまた
はパブリック仮想 IPアドレスの名前解決が行われます。

•「スプリットホライズン」DNSを所有していない場合、すべてのユーザーに対してパブリッ
ク VIPアドレスに名前解決されます。

•「スプリットホライズン」DNSを所有している場合、外部ユーザーに対してパブリック VIP
アドレスに名前解決されます。

•「スプリットホライズン」DNSを所有している場合、内部ユーザーに対してプライベート
VIPアドレスに名前解決されます。

WebEx 管理 URL

管理者はWebEx管理 URLにアクセスしてシステムの構成、管理、監視を行います。この URL
はプライベート仮想 IPアドレスに名前解決されます。
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WebEx サイトおよび WebEx 管理のURLに対する名前

これらの URLに対し、すべて小文字から成る名前をほとんど何でも選択できます。ただし、サ
イト URLには、以下をホスト名に使用できません。

•システムを構成する仮想マシンと同じホスト名

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-client-services

• emails

• maintenance

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

WebEx サイト URL および管理 URL の入力
•管理者またはWebExサイト URLのホスト名部分に、システム上の仮想マシンのホスト名を
再利用できません。
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• WebExサイト URLはWebEx管理 URLと異なるものでなければなりません。

高可用性（HA）システムを追加する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用する
ため、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

•以下の安全な RUL（https）を入力してから [次へ]を選択します。

◦ WebExサイト URLでユーザーがミーティングを主催および出席する

◦システムを管理するシステム管理者用WebEx管理 URL

ネットワークが適切に構成されていることを確認する

この画面は、システムに必要なネットワーク変更に対するオンラインヘルプのリンクを提供しま

す。オンラインヘルプは、DNSサーバーの変更およびファイアウォールの設定の詳細を提供しま
す。

次のステップでネットワークの接続性をテストするため、DNSサーバーとファイアウォール
に必要な変更を加えておきます。

（注）

•まだその処理を行っていない場合は、ネットワーク設定を完了してから、[次へ]を選択しま
す。

[次へ]を選択した後:

•自動展開:当社がシステムに必要な仮想マシンの展開を開始します。

•手動展開:仮想マシンを展開していない場合は、次の画面で仮想マシンのホスト名を入
力して仮想マシンを展開します。すでに展開した場合は、すべて仮想マシンの電源を入

れて、正常に起動されることを確認します。

仮想マシンを展開する

先に入力した情報に基づいて、当社がシステムに必要な仮想マシンを展開します。

展開には数分かかります。すべての仮想マシンが正常に展開されて電源が入るまで、このペー

ジを離れないでください。展開にエラーが発生すると、問題を指摘するエラーメッセージが表

示されます。

（注）

•次のいずれかを実施します。
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◦エラーが発生しなかった場合は、すべての状態が緑色で表示されます。[次へ]を選択し
ます。

◦エラーが発生した場合は、エラーを修復してから [次へ]を選択します。

ログファイルのダウンロードを選択してこの展開に関するログファイルを取得することができ

ます。これにより、展開のか月を保存して、展開に失敗した場合のトラブルシューティング

に利用できます。

（注）

展開をやり直す前に、必ずエラーのあるすべての仮想マシンの電源を切って削除します。そ

うしないと、システム展開を再試行した際に、既存の仮想マシンに関するエラーメッセージが

表示されます。

（注）

システムのチェック

前に入力した情報に基づいて、当社がシステムの構成を確認します。仮想マシンが最小構成要件

を満たしているか、WebExサイトおよびWebEx管理 URLが正しいか確認します。

システムチェックには数分かかります。すべてのチェックが完了するまでこのページを離れ

ないでください。システムチェックでエラーが発生すると、問題を指摘するメッセージが表

示されます。

（注）

チェックが完了する前にこのページを再ロードすると、このシステムを展開した最初のページ

に戻ります。ただし、チェックが完了すると、基本構造の最初のページ（メールサーバーお

よび管理者を設定するページ）が表示されます。

（注）

展開プロセス中の管理サイトの URLは管理仮想マシンホスト名です。ただし、基本設定中は
ホスト名は実際の管理サイトの URLで置き換えられます。そのため、初めて管理サイトにサ
インインするときは、証明書の例外規定を承認するように促されることがあります。

（注）

•以下のいずれかを実施します。

◦エラーが発生しなかった場合、すべての状態が緑色で表示されたときに、[次へ]を選択
します。システムのメールサーバーの設定, （69ページ）を続けます。
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◦ネットワーク接続に問題がある場合は、WebExサイトおよび管理 URL、DNSサーバー
が正しく入力されていることを確認します。それらのサイトが正しいサブネット上にあ

る、DNSサーバーが正しく入力されているか確認します。

◦システムが最小要件を満たしていない場合は、2つの選択肢があります。

◦ VMware vCenterからすべての仮想マシンの電源を切り、手動でそれらを削除しま
す。その後、最小要件を満たすまたは上回るリソースでシステムの展開を再度試

みます。

◦現在のインストールの続行を選ぶこともできます。処理を進める場合、Ciscoのテ
クニカルサポートの対象外となりますのでご注意ください。エラーメッセージ

チェックボックスを確認して、[次へ]を選択します。

◦ 1つ以上の仮想マシンに他のエラーがある場合は、VMware vCenterからそれらの仮想マ
シンの電源を切り、手動で削除します。次に、問題を修復してから、システム展開を再

試行します。

展開をやり直す前に、必ずエラーのあるすべての仮想マシンの電源を切って削除します。そ

うしないと、システム展開を再試行した際に、既存の仮想マシンに関するエラーメッセージが

表示されます。

（注）

◦まれに、未テストと表示されることがあります。
これは、仮想マシンに問題があるという意味ではありません。これは、ネットワーク接

続が一時的に切断されたなどの理由により、システムチェックが完了しなかったことを

示しています。展開が完了したら、管理サイトにサインインしてリソースをチェックで

きます。

• [続行]を選択して、基本設定の最初のページ（メールサーバーと管理者を設定するページ）
に移動します。別の管理者が基本設定を行う場合は、この URLを書き留めて、ソフトウェ
ア管理者に送信します。
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第 4 章

手動展開を使用するシステムをインストー

ル

• システム展開の一般コンセプト, 44 ページ

• インストールのチェックリスト, 45 ページ

• 手動展開の必須情報, 46 ページ

• VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, 47 ページ

• セットアップ用言語を選択する, 59 ページ

• 展開の確認, 60 ページ

• システムのサイズを確認する, 60 ページ

• インストールするシステムの選択, 61 ページ

• システム展開の種類を選択する, 61 ページ

• パブリックアクセスを追加する, 62 ページ

• パブリック VIPアドレスの入力, 62 ページ

• プライベート VIPアドレスの入力, 63 ページ

• WebExサイトおよびWebEx管理のURL, 63 ページ

• WebExサイト URLおよび管理 URLの入力, 65 ページ

• ネットワークが適切に構成されていることを確認する, 65 ページ

• 仮想マシンを展開する, 66 ページ

• システムのチェック, 66 ページ
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システム展開の一般コンセプト

システムサイズ

• 50同時ユーザーシステム

◦通常、500～ 1000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシンとオプションのインター
ネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成されています

• 250同時ユーザーシステム

◦通常、2,500～ 5,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
とオプションのインターネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成され

ています。

• 800同時ユーザーシステム

◦通常、8,000～ 16,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
とオプションのインターネットリバースプロキシ（パブリックアクセス用）で構成され

ています。

• 2000同時ユーザーシステム

◦通常、20,000～ 40,000名の従業員の会社をサポートしています

◦プライマリシステム（HAシステムなし）は、管理用仮想マシン、メディア仮想マシン
（x3）、ウェブマシン（x2）、およびオプションのインターネットリバースプロキシ
（パブリックアクセス用）で構成されています

展開で使用される用語

説明フィールド名

ユーザーがミーティングを主催して参加するために、http URLを
セキュリティで保護します。

WebExサイト URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理するために、httpURL
をセキュリティで保護します。

WebEx管理 URL

WebExサイト URLの IPアドレスパブリック VIP
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説明フィールド名

•管理サイト URLの IPアドレス

• WebExサイト URLの IPアドレス（内部ユーザー専用、スプ
リットホライズン DNSがある場合）。

プライベートVIP

インストールのチェックリスト

VMware vCenterを使用して、Cisco WebEx Meetings Serverシステムが展開される ESXiホスト
を管理しなければならない。

制約事項

ネットワークの変更

展開用に適したネットワークチェックリストを参照してください。考慮事項は以下のとおりで

す。

•パブリックアクセス:ファイアウォール外のユーザーがインターネットまたはモバイルデバ
イスからミーティングを主催してアクセス可能かどうか。

Ciscoでは、移動の多い環境におけるユーザーの利便性を考慮して、パブリックアクセスを
推奨しています。

•会社の DNS設定のタイプ:スピリットホライズン DNSまたは非スピリットホライズン DNS
（最も一般的な DNS設定）。

これらの DNS設定の詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』
を参照してください。

•管理者のデスクトップから管理仮想マシンへとポート 10200を開く。

ポート 10200は、展開中にウェブブラウザによって使用されます。

展開用に適したチェックリストを選択してください。

•パブリックアクセスおよびNon-Split-Horizon DNSのあるシステム用ネットワークチェックリ
スト, （11ページ）

•パブリックアクセスのないシステム用ネットワークチェックリスト, （12ページ）

•パブリックアクセスとSplit-Horizon DNSのシステム向けネットワーク接続チェックリスト,
（12ページ）
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必須情報

自動展開（50人の同時使用ユーザー、250人の同時使用ユーザー、および 800人の同時使用
ユーザーのシステムをサポート）または手動展開（すべてのシステムサイズをサポート）のど

ちらを行うかによって、必須情報は異なります。手動展開が必要な 2000ユーザーのシステム
を展開しない限り、自動展開を選択することをお勧めします。下の適切なリンク先を参照し

てください。

（注）

以下のいずれかを選択し、展開タイプに必要な情報のチェックリストを確認してください。

•自動展開の必須情報, （16ページ）

•手動展開の必須情報, （46ページ）

手動展開の必須情報

手動展開の場合、vSphereクライアントで OVAウィザードを使用してシステムのすべての仮想マ
シンを作成します。その後で手動展開でシステムをインストールします。

2000ユーザーのシステムを展開する場合は、必ず手動展開を選択してください。

システムを展開する前に、必ず DNSサーバーに仮想マシンの FQDN、IPアドレス、WebExお
よび管理サイトの URL、および VIPアドレスを追加してください。この情報を使用して、展
開の最後にネットワーク接続を確認します。

DNSの問題を避けるために、OVA展開を開始する前にこれらの URLと IPをテストすること
が推奨されます。それを行わない場合、これらのエラーを修正するまでシステム展開は失敗

します。

（注）

以下の順序で、これがシステムに必要な情報です。

システムの値説明フィールド名

WebExサイトのURLの IPアドレス（サイトの
ユーザーがアクセスし、ミーティングを主催し

て参加します）

パブリック VIP

•管理サイト URLの IPアドレス (管理者の
システムの構成、監視、および管理用)

• WebExサイト URLの IPアドレス（内部
ユーザー専用、スプリットホライズンDNS
がある場合）。

プライベートVIP
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システムの値説明フィールド名

ユーザーがミーティングを開催し、それに参加

するためのhttpURL(すべて小文字)を保護しま
す。

WebExサイト URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理す

るための http URL (すべて小文字)を保護しま
す。

WebEx管理 URL

選択したシステムのサイズに基づくメディアお

よびウェブ仮想マシンの完全修飾ドメイン名

(すべて小文字)。

内部仮想マシンの
FQDN

パブリックアクセスを追加する予定の場合は、

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの

完全修飾ドメイン名 (すべて小文字)を入力する
必要があります。

(パブリックアクセ
スのみ)
インターネットリ

バースプロキシの
FQDN

次に行うこと

この情報を使用して、ブラウザウィンドウに展開 URLを入力してシステム展開を開始します。
（展開 URLは、管理用仮想マシンのコンソールウィンドウに表示されます。）

構成が完了する前にシステムを再起動した場合は、新しいパスコードが生成されるため、展開

URLを新しいパスコードのとともに使用する必要があります。
（注）

VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する
システムを展開する前に、VMware vSphereクライアントを使用してシステムの管理用仮想マシン
を実装する必要があります。

以下の手順に従って実施します。 OVA展開中の正確な画面は、使用する vCenter、ストレー
ジ、ネットワーク構成、および手順によって、この手順とはわずかに異なる可能性がありま

す。OVAウィザードの詳しい情報については、VMware vSphere説明書を参照してください。

（注）

はじめる前に

システム用の Cisco WebEx Meetings Server OVAファイルを取得し、VMware vSphereからアクセス
可能な場所に配置してください。
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VMware vCenterを使用して、Cisco WebEx Meetings Serverシステムが展開される ESXiホストを管
理しなければならない。 vSphereクライアントを使用して vCenterにサインインし、管理仮想マシ
ンの OVAファイルを展開してください。

手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにサインインします。
必ず管理者権限を持つユーザーでサインインしてください。展開、構成、電源オン/オフ、および
仮想マシンの削除。

ステップ 2 [ファイル > OVFテンプレートの展開]の順に選択します。

ステップ 3 [参照]を選択して、OVAファイルの保存場所を指定します。 [次へ]を選択します。
CiscoWebExMeetings Serverリンクを選択して、このシステムに関する詳細を表示するウェブペー
ジに移動することができます。
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ステップ 4 エンドユーザー用の使用許諾契約を読み、[承諾する]を選択してから [次へ]を選択します。

ステップ 5 vCenterインベントリの管理仮想マシンを設置する場所に移動して指定します。

ステップ 6 システムサイズに対する仮想マシンの名前を入力して、[次へ]を選択します。会社規模に合った
サイズを正しく選択する方法については、「システムサイズ」を参照してください。

他の仮想マシンを展開する前に、管理仮想マシンを展開する必要があります。自動展

開（推奨）を選択すると、当社が他の仮想マシンを展開します。手動展開（2000同時
ユーザーのシステムに必要）を選択した場合は、ユーザーが管理仮想マシンを展開した

後に、同じウィザードを使用して、他の仮想マシンも展開します。

（注）

Ciscoでは、管理仮想マシンには「Admin」を付けるなど、vCenerインベントリで仮想マシンを識
別しやすいような名前を使用するようお勧めしています。

システムの内部仮想マシンはすべて管理用仮想マシンと同じサブネット内にする必要が

あります。 (選択するシステムのサイズによっては、1つ以上のメディアおよびウェブ
内部仮想マシンが必要になる場合があります。

（注）

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
49

VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する



ステップ 7 ドロップダウンメニューから、システムサイズの仮想マシンを選択し、[次へ]を選択します。
システムで他の仮想マシンを展開する前に、必ず管理用仮想マシンを展開してください。
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ステップ 8 vCenterインベントリをナビゲートして、システムで仮想マシンを展開する ESXiホストまたはク
ラスタを選択します。 [次へ]を選択します。
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ステップ 9 クラスタにリソースプールが含まれる場合は、OVAテンプレートを展開するリソースプールを選
択し、[次へ]を選択します。
リソースプールはCPUとメモリリソースを共有するか、DRSまたは vMotionなどのVMware機能
と連動します。リソースプールは、単一の ESXi Hostに専用でなければなりません。 VMwareリ
ソースプールは、Cisco WebEx Meetings Serverで使用することはお勧めしません。
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ステップ 10 仮想マシン用のデータストアと、仮想マシンのプロビジョニングの種類を選択します。

シックプロビジョニングを選択して、システムに必要な最大仮想ディスクスペースを作成するこ

とをお勧めします。シンプロビジョンの場合は、VMwareは「必要に応じて」ファイルシステム
の領域を割り当てるため、性能が低下します。 Lazy zeroが十分で、eager zeroは受け入れ可能で
すが、eager zeroの場合は完了により時間がかかります。
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ステップ 11 ネットワークマッピングを設定します。各ソースネットワークに対して、[宛先ネットワーク]カ
ラムのドロップダウンリストから宛先ネットワークを選択します。 [次へ]を選択します。

「VMネットワーク」と「VIPネットワーク」の双方が「ターゲットネットワーク」欄
で同じ値でマッピングされている必要があります。複数ソースネットワークに関する

警告メッセージが表示されても、無視して同じホストネットワークにマップすることが

できます。

（注）
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ステップ 12 仮想マシンに対する以下の情報を入力してから [次へ]を選択します。

•仮想マシンのホスト名（ここにドメインを含みません）

•仮想マシンのドメイン

•仮想マシンの IPv4アドレス (Eth0)

•仮想マシンのサブネットマスク

•ゲートウェイ IPアドレス

•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスを含むプライマリ DNSサーバー

•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスを含むセカンダリ DNSサーバー

•インストール時と、仮想マシン起動後に表示される言語

DNSの問題を避けるために、OVA展開を開始する前にこれらの URLと IPをテストす
ることができます。エラーがある場合、展開は失敗します。

（注）
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ステップ 13 入力した情報を確認します。間違いがある場合は、[戻る]を選択して値を変更します。

ステップ 14 [展開後にパワーオン]チェックボックスをチェックしてから、[終了]を選択します。
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ステップ 15 管理用仮想マシンを展開する場合は、vCenterに移動して、仮想マシンのコンソールウィンドウを
開きます。電源を入れると、OVA展開時に入力したネットワーク情報をチェックします。

•接続を確認できると、緑色のチェックマークが表示されます。

•問題が発生した場合は、赤色の Xマークが表示されます。エラーを修正してから、OVA展
開を再試行します。

ステップ 16 すべての情報が確認されると、コンソールウィンドウに展開したURLが表示されますので書き留
めてください。

ソフトウェア管理者は、ウェブブラウザにこの URLを入力し、システムの展開を続行します。

設定が完了する前にシステムを再起動した場合は、新しいパスコードが発生されるた

め、新しいパスコードの URLを使用する必要があります。
（注）

次の作業

手動展開を行う場合は、この時点で残りの仮想マシンをシステムに対して展開することをお勧め

します。これにより、タイムアウトや、仮想マシンの電源オン時に発生する問題を避けることが

できます。
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展開が正常に完了したら、ブラウザウィンドウでシステムの展開を続けます。

展開が失敗した場合、「OVA実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する」を参照してくだ
さい。

OVA 実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する
仮想マシンのネットワーク設定を確認します。

展開に失敗した場合以外は、[設定の編集... ]を使ってシステムの仮想マシンを変更しないでく
ださい。システムを稼動させたら、仮想マシンの設定をさらに変更するには、WebEx管理サ
イトを使用する必要があります。 vSphereクライアントを使用している場合は、変更をシステ
ムが受け入れません

重要

詳しい手順は、Vmware vSphere説明書を参照してください。（注）

手順

ステップ 1 vSphereクライアントで、仮想マシンの [電源] > [ゲストのシャットダウン]を選択します。

ステップ 2 在庫で仮想マシンを検索し、[設定の編集... ]を右クリックします。

ステップ 3 [オプション]タブを選択します。

ステップ 4 [プロパティ]を選択し、すべてのネットワーク情報が正しく入力されていることを確認します。
変更が必要な場合は、正しい設定の OVAを再展開します。
可能なネットワーク問題の 1つは、 ESXiホストに対して VLANルーティングが正しく設定され
ていないことです。仮想マシンがVLAN上にないため、仮想マシンがネットワークと接続できま
せん。 ESXiホストのあるネットワークから、システムの仮想マシンで使用する VLANの IPアド
レスに pingできるはずです。

セットアップ用言語を選択する

システムのセットアップに使用する言語を選択します。

このブラウザはシステム展開が完了するまで閉じないでください。完了する前にブラウザを

閉じると、展開を再起動しなければなりません。

（注）
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はじめる前に

管理者用仮想マシンは VMware vCenterから展開してください。 VMware vSphereクライアントか
ら OVAファイルを展開する, （19ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 ドロップダウンメニューから言語を選択します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

展開の確認

手順

ステップ 1 新しいシステムを展開または既存システムを拡張しているか確認します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

システムのサイズを確認する

OVAファイルを使用して管理用仮想ファイルを展開した際に選択したシステムのサイズ。

• OVA展開時に選択したシステムサイズが正しいか確認します。

◦選択したシステムのサイズが正しい場合は、[次へ]を選択します。

◦選択したシステムのサイズが正しくない場合は、[システムサイズを変更する]を選択し
ます。

a) VMware vSphereクライアントを使用して、システムサイズが間違っている管理用仮想マ
シンで [電源] > [ゲストのシャットダウン]を選択します。

b) 仮想マシンを右クリックして、[ディスクから削除する]を選択します。
c) OVAを再展開し、適切なサイズの管理用仮想マシンを選択します。
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インストールするシステムの選択

手順

ステップ 1 インストールの種類を決めます。

•始めてこのシステムをインストールする場合は、[プライマリシステムをインストールする]
を選択します。

•プライマリシステムがすでにインストールされていて、冗長高可用性システムが必要な場合
は、[高可用性（HA）冗長システムの作成]を選択します。

プライマリシステムがインストールされていないとHAシステムにアクセスできな
いため、HAシステムはプライマリシステムをインストールしてからインストール
してください。

（注）

ステップ 2 [次へ]を選択します。

システム展開の種類を選択する

システムに必要な他の仮想マシンを展開する方法を決めます。2000ユーザーシステムを選択した
場合は、手動展開を選択する必要があります。

手順

ステップ 1 仮想マシンを自分で展開する、または弊社に依頼するかを選択します。

•自動:これは最速の方法です。システムに必要なすべての仮想マシンを弊社が展開します。
手動展開が必要な 2000ユーザーのシステムを展開しない限り、Ciscoは [自動]を選択するこ
とをお勧めしています。

Cisco WebEx管理を使用して、展開後にシステムを変更することができま
す。

（注）

•手動:ユーザーが VMware vCenterを使用して各仮想マシンを手動で展開しなければなりませ
ん。システムに関するいくつかの質問に答えた後で、システムに必要な仮想マシンのリスト

を弊社が提供します。

展開を手動または自動にするかの決断には以下が影響します。

•時間的な制限がある場合は、自動展開の方が手動展開より早く実装できます。

•手順に沿った指導を優先する場合は、自動展開を選択します。
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• vCenter Vmwareの操作に慣れていて vCenterの入力情報を提供したくない場合は、手動展開
を選択します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

パブリックアクセスを追加する

パブリックアクセスを追加すると、ユーザーは、インターネットまたは携帯装置からミーティン

グを主催または出席できます。会社でこの設定を行うための詳細は、『CiscoWebExMeetingsServer
プランニングガイド』を参照してください。

このオプションは、WebEx管理サイトからいつでも後で変更できます。（注）

手順

ステップ 1 外部ユーザーがミーティングを主催または出席できるかどうか選択します。

•パブリックアクセスを追加する場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マシンを作成
する]チェックボックスがチェックされていることを確認します。

•内部ユーザー（会社のファイアウォール内）のみにミーティングの主催または参加を許可す
る場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マシンを作成する]チェックボックスの
チェックを外します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

次の作業

•パブリックアクセスあり:インターネットリバースプロキシの vCenter設定を選択する, （36
ページ）

•パブリックアクセスなし:プライベート VIPアドレスの入力, （38ページ）

パブリック VIP アドレスの入力
•このパブリックVIPアドレスは、インターネットと内部ネットワーク（スプリットホライズ
ン DNSのみ）の両方から見える必要があります。

•このパブリック IPは、インターネットリバースプロキシと同じサブネット上にある必要があ
ります。
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• Split-horizon DNSがない場合、すべてのユーザーはパブリック VIPアドレスを使用してミー
ティングの主催および参加を行います。

• Split-horizon DNSがありパブリック VIPアドレスが追加されている場合、外部ユーザーはパ
ブリック VIPアドレスを使用してミーティングの主催および出席を行います。

非スプリットホライズンおよびスプリットホライズン DNS、パブリックアクセスに関する詳細
は、『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』を参照してください。

高可用性 (HA)システムを作成する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用するた
め、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

•パブリック VIPアドレスを入力してから、[次へ]を選択します。

プライベート VIP アドレスの入力
管理者が、プライベート VIPアドレスをマップする URLからシステムを構成、監視、維持しま
す。

スプリットホライズン DNSがある場合は、内部ユーザーもプライベート VIPアドレスを使用
してミーティングを主催および出席します。

（注）

高可用性（HA）システムを追加する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用する
ため、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

はじめる前に

プライベート仮想 IP（VIP）アドレスは、内部仮想マシン（管理またはメディアのいずれか該当
するもの）と同じサブネット上にします。

• IPv4プライベート VIPアドレスを入力してから [次へ]を選択します。

WebEx サイトおよび WebEx 管理のURL

WebEx サイト URL

ユーザーはこのWebExサイト URLにアクセスしてミーティングを開催あるいは出席します。こ
の URLは、スプリットホライズン DNSの使用の有無によって、プライベート VIPアドレスまた
はパブリック仮想 IPアドレスの名前解決が行われます。
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•「スプリットホライズン」DNSを所有していない場合、すべてのユーザーに対してパブリッ
ク VIPアドレスに名前解決されます。

•「スプリットホライズン」DNSを所有している場合、外部ユーザーに対してパブリック VIP
アドレスに名前解決されます。

•「スプリットホライズン」DNSを所有している場合、内部ユーザーに対してプライベート
VIPアドレスに名前解決されます。

WebEx 管理 URL

管理者はWebEx管理 URLにアクセスしてシステムの構成、管理、監視を行います。この URL
はプライベート仮想 IPアドレスに名前解決されます。

WebEx サイトおよび WebEx 管理のURLに対する名前

これらの URLに対し、すべて小文字から成る名前をほとんど何でも選択できます。ただし、サ
イト URLには、以下をホスト名に使用できません。

•システムを構成する仮想マシンと同じホスト名

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-client-services

• emails

• maintenance

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT
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• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

WebEx サイト URL および管理 URL の入力
•管理者またはWebExサイト URLのホスト名部分に、システム上の仮想マシンのホスト名を
再利用できません。

• WebExサイト URLはWebEx管理 URLと異なるものでなければなりません。

高可用性（HA）システムを追加する場合は、プライマリシステムで入力した情報を使用する
ため、この情報を再入力する必要はありません。

（注）

•以下の安全な RUL（https）を入力してから [次へ]を選択します。

◦ WebExサイト URLでユーザーがミーティングを主催および出席する

◦システムを管理するシステム管理者用WebEx管理 URL

ネットワークが適切に構成されていることを確認する

この画面は、システムに必要なネットワーク変更に対するオンラインヘルプのリンクを提供しま

す。オンラインヘルプは、DNSサーバーの変更およびファイアウォールの設定の詳細を提供しま
す。

次のステップでネットワークの接続性をテストするため、DNSサーバーとファイアウォール
に必要な変更を加えておきます。

（注）

•まだその処理を行っていない場合は、ネットワーク設定を完了してから、[次へ]を選択しま
す。

[次へ]を選択した後:

•自動展開:当社がシステムに必要な仮想マシンの展開を開始します。

•手動展開:仮想マシンを展開していない場合は、次の画面で仮想マシンのホスト名を入
力して仮想マシンを展開します。すでに展開した場合は、すべて仮想マシンの電源を入

れて、正常に起動されることを確認します。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
65

WebEx サイト URL および管理 URL の入力



仮想マシンを展開する

システムに仮想マシンの情報を提供した後、システムは展開した各仮想マシンをシステムに接続

しようとします。

システムがすべての仮想マシンに接続するまで、または接続に失敗して問題を示すエラーメッ

セージが表示されるまで、このページを閉じないでください。

（注）

手順

ステップ 1 システムに必要な追加仮想マシンに対する完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。 (管理用
仮想マシンの FQDNは、それを OVAファイルから展開したときに入力済みです。)

ステップ 2 まだ行ってない場合は、Vmware vCenterを使用して、システムに必要なすべての追加仮想マシン
を展開します。

ステップ 3 これらすべての仮想マシンの電源を入れて、すべて正常に電源が入ることを確認します。 [仮想マ
シン検出]を選択します。
システムはすべての仮想マシンとの接続を試みます。数分ほどかかる場合があります。

ステップ 4 すべての仮想マシンが [接続済み]を表示するまで待ち、以下のいずれかを実施します。

•エラーが発生しなければ、状態はすべて緑で表示されます。問題がなければ、[次へ]を選択
します。それ以外の場合は、仮想マシンの FQDNを変更してから、再び [仮想マシン検出]
を選択します。

•エラーが発生した場合は、エラーを修復してから [次へ]を選択します。
ログファイルのダウンロードを選択してこの展開に関するログファイルを取得する

ことができます。これにより、展開のか月を保存して、展開に失敗した場合のト

ラブルシューティングに利用できます。

（注）

• 1つ以上の仮想マシンに他のエラーがある場合は、VMware vCenterからそれらの仮想マシン
の電源を切り、手動で削除します。問題を修復したら、OVAファイルから仮想マシンを再
展開し、[仮想マシン検出]を選択します。

展開をやり直す前に、必ずエラーのあるすべての仮想マシンの電源を切って削除し

ます。そうしなければ、存在する仮想マシンのエラーメッセージが表示される可

能性があります。

（注）

システムのチェック

前に入力した情報に基づいて、当社がシステムの構成を確認します。仮想マシンが最小構成要件

を満たしているか、WebExサイトおよびWebEx管理 URLが正しいか確認します。
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システムチェックには数分かかります。すべてのチェックが完了するまでこのページを離れ

ないでください。システムチェックでエラーが発生すると、問題を指摘するメッセージが表

示されます。

（注）

チェックが完了する前にこのページを再ロードすると、このシステムを展開した最初のページ

に戻ります。ただし、チェックが完了すると、基本構造の最初のページ（メールサーバーお

よび管理者を設定するページ）が表示されます。

（注）

展開プロセス中の管理サイトの URLは管理仮想マシンホスト名です。ただし、基本設定中は
ホスト名は実際の管理サイトの URLで置き換えられます。そのため、初めて管理サイトにサ
インインするときは、証明書の例外規定を承認するように促されることがあります。

（注）

•以下のいずれかを実施します。

◦エラーが発生しなかった場合、すべての状態が緑色で表示されたときに、[次へ]を選択
します。システムのメールサーバーの設定, （69ページ）を続けます。

◦ネットワーク接続に問題がある場合は、WebExサイトおよび管理 URL、DNSサーバー
が正しく入力されていることを確認します。それらのサイトが正しいサブネット上にあ

る、DNSサーバーが正しく入力されているか確認します。

◦システムが最小要件を満たしていない場合は、2つの選択肢があります。

◦ VMware vCenterからすべての仮想マシンの電源を切り、手動でそれらを削除しま
す。その後、最小要件を満たすまたは上回るリソースでシステムの展開を再度試

みます。

◦現在のインストールの続行を選ぶこともできます。処理を進める場合、Ciscoのテ
クニカルサポートの対象外となりますのでご注意ください。エラーメッセージ

チェックボックスを確認して、[次へ]を選択します。

◦ 1つ以上の仮想マシンに他のエラーがある場合は、VMware vCenterからそれらの仮想マ
シンの電源を切り、手動で削除します。次に、問題を修復してから、システム展開を再

試行します。

展開をやり直す前に、必ずエラーのあるすべての仮想マシンの電源を切って削除します。そ

うしないと、システム展開を再試行した際に、既存の仮想マシンに関するエラーメッセージが

表示されます。

（注）

◦まれに、未テストと表示されることがあります。
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これは、仮想マシンに問題があるという意味ではありません。これは、ネットワーク接

続が一時的に切断されたなどの理由により、システムチェックが完了しなかったことを

示しています。展開が完了したら、管理サイトにサインインしてリソースをチェックで

きます。

• [続行]を選択して、基本設定の最初のページ（メールサーバーと管理者を設定するページ）
に移動します。別の管理者が基本設定を行う場合は、この URLを書き留めて、ソフトウェ
ア管理者に送信します。

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
68

システムのチェック



第 5 章

メールサーバー、タイムゾーンおよびロケー

ルを設定します。

• システムのメールサーバーの設定, 69 ページ

• システムのタイムゾーンと検索の設定, 70 ページ

• メールサーバー、タイムゾーン、検索設定を確認する, 70 ページ

• システムの最初の管理アカウントを設定する, 71 ページ

• システムのテスト, 71 ページ

システムのメールサーバーの設定

このメールサーバーを設定することにより、システムは会社のメールサーバー使用して管理者（ア

ラート、警告、レポートなど）およびユーザー（ミーティング招待、パスワードリセットなど）

にメール送信できます。

はじめる前に

システムに必要な仮想マシンの実装を正常に完了している必要があります。

手順

ステップ 1 システムがメール送信に使用するメールサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

ステップ 2 TLSを有効にする場合は、このチェックボックスをチェックします。

ステップ 3 デフォルト値を使用しない場合は、ポートを編集できます。

デフォルトでは、SMTPポート番号は 25または 465（安全な SMTPポート番号）です。
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ウェブノードと管理ノードは設定したメールサーバーに SMTP要求を送信します。社
内のウェブ仮想マシン、管理仮想マシンとメールサーバー間にファイアウォールがある

場合は、SMTPトラフィックがブロックされる場合があります。メールサーバーの設定
とメール通知を適切に動作させるために、ポート 25、または 465（安全なSMTPポート
番号）がメールサーバーとウェブ仮想マシン、管理仮想マシンとの間で開いていること

を確認してください。

（注）

ステップ 4 メールサーバーの認証を有効にする場合は、[サーバー認証を有効にする]チェックボックスを
チェックします。

サーバー認証を有効にすると、[ユーザー名]と [パスワード]フィールドが表示されます。

ステップ 5 表示されたら、システムが会社のメールサーバーにアクセスするためのユーザー名とパスワード

を入力します。

システムから送信されるメールは、admin@<WebEx-site-URL>から送られます。メールサーバー
がこのユーザーを認識できることを確認します。

ステップ 6 [次へ]を選択します。

システムのタイムゾーンと検索の設定

はじめる前に

Windows 7を実行し、Cisco WebExサイトを Internet Explorer 10ブラウザで開く場合、Internet
Explorer 10標準のドキュメントを選択し、アプリケーションのすべてのボタンが適切に動作する
ことを確認します。

• [ツール] [ >開発者ツール]を選択します。

• [開発者ツール]ウィンドウの上で [ドキュメントモード: IE7標準] [ > Internet Explorer 10標準]
を選択します。

手順

ステップ 1 ドロップダウンリストからシステムのローカルタイムゾーンを選択します。

ステップ 2 ドロップダウンリストからシステムの国を選択します。

ステップ 3 [次へ]を選択します。

メールサーバー、タイムゾーン、検索設定を確認する

これらの設定は前の画面で入力しています。
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•前に入力した情報を確認します。間違いが見つかった場合は、[戻る]を選択します。問題が
なければ、[次へ]を選択します。

システムの最初の管理アカウントを設定する

システムは展開プロセスの一環として単一管理アカウントを生成します。

この管理者は、システムにサインインして、パスワードを作成し、追加の管理者とユーザーを

追加する必要があります。そうしないと、他のユーザーがシステムにアクセスできません。

注意

はじめる前に

システムが管理者とユーザーにメールを送信するためのメールサーバーを正しく設定する必要が

あります。

手順

ステップ 1 管理者の名前と姓名を入力します。

ステップ 2 管理者の完全なメールアドレスを入力してから、それをもう一度入力することで確認してくださ

い。

ステップ 3 [次へ]を選択して、パスワードを作成します。

ステップ 4 パスワードを入力してから、それをもう一度入力することで確認してください。

ステップ 5 [提出]を選択してWebEx管理サイトにサインインします。

ステップ 6 システムにサインインしてさらなるユーザーを追加する必要があります。各ユーザーが生成され

るたびに、各ユーザーにサインインとパスワード作成を要求するウェルカムメールを送信しま

す。

最初のサインインで、各管理者は、システムのチュートリアルを見る機会があります。管理者

は、チュートリアルを今すぐ見るか、後で見るか選択できます。

システムのテスト

システムで実行するいくつかの推奨されるテストは、このセクションでリストされます。システ

ムに対するこれらのテストおよび検証は、本製品のサポートページに紹介されている次の2つの診
断ツールを使用して実施できます。ミーティングテストとシステムリソーステスト。

アップグレードしたシステムをテストするとき、アップグレードしたシステムのテストが終了す

るまで、元のシステムを保持します（しかし、同時に両方のシステムの電源を入れることはでき

ません）。アップグレードしたシステムのテストに満足したら、既存システムを削除（永久に）

できます。既存システムを取り除くまたは削除する間に、アップグレードシステムが稼働してい
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ることを確認してください。これは、アップグレードしたシステムによってアクセスすることが

できるベース仮想マシンディスク（VMDK）ファイルの偶発的な脱落を防止します。

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。

•ミーティングのスケジュールと開催を実行する。

•既存のミーティングを再スケジュールする。

•一連のミーティングまたは今後のミーティングを削除する。

•ミーティング添付を開く。

•ミーティングの録画を再生する。
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第 6 章

インストール後にシステムを変更する

この章では、システムを初めて展開した後に行う可能性のあるシステム変更のさまざまな手順に

ついて説明しています。

• HAシステムの追加、システムの更新、アップグレード、拡張, 73 ページ

• システム変更手順の準備, 74 ページ

HA システムの追加、システムの更新、アップグレード、拡張
以下の手順は「システム変更」とみなされるため、管理者が事前に準備する必要があります。

•高可用性（HA）システムの追加と削除

• ISO更新ファイルを使用してシステムを最新バージョンに更新する

• OVAファイルからシステムを再展開してシステムを最新バージョンに更新する

•現在のサイズから大きいサイズにシステムを拡張する

この手順を実行する場合は、システムをメンテナンスモードにする必要があります。従って、こ

れらの手順は同時に実施するようスケジュールしてください。例えば、同じメンテナンスでシス

テムの拡張と更新を同時に行います。

以下の制限がありますので注意が必要です。

•システムにHAが追加されている場合で、システムを拡張またはアップグレードする場合は、
アップグレードした後に HAシステムを再展開する必要があります。

システムを拡張またはアップグレードするには、新しいシステムを展開し、それに伴ってシ

ステムデータを拡張またはアップグレードされるシステムに転送する必要があります。新

しいシステムを展開する際、プライマリシステムまたは HAシステムのいずれかを選ぶよう
に要求されます。両方を同時に展開できません。従って、OVAファイルでプライマリシス
テムを先に展開し、その後で HAシステムをプライマリシステムで使用したのと同じ OVA
ファイルで展開します。
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• HAシステムを追加、または更新（ISO更新ファイルで）する予定がある場合は、まず HA
システムを追加してから組み合わせ（プライマリとHA)システムを更新することをお勧めし
ます。

更新手順はHAシステムの有無に関わらずシステム全体を更新します。システムを先に更新
してからHAシステムを追加する場合は、HAシステムを先に展開してから、HAシステムを
更新する必要があります。（プライマリシステムと HAシステムを同じバージョンにするた
め） HAを先に追加すると、更新手順はプライマリシステムと HAシステムを同時に更新し
ます。

•更新手順はインターネットリバースプロキシの有無に関わらずシステム全体を更新します。

システム変更手順の準備

ここでは、以下のようにシステムを大きく変更する場合の準備手順について説明します。システ

ムのバックアップを作成することで、システムを拡張する、高可用性システムを追加する、パブ

リックアクセスを有効にする、システムを更新またはアップグレードするなどできます。

バックアップすることは選択できますが、システムの拡張またはアップグレードにはバックアッ

プは必要ありません。拡張またはアップグレード中に、新しいシステムを展開して、既存システ

ムから新しいシステムにデータを転送します。拡張やアップグレードで問題が発生したら、新し

いシステムの電源をオフにして、既存システムの使用を続行できます。

この処置は、システムへの排他的アクセスを必要とするため、ユーザーは、ミーティングのた

めにシステムにアクセスすることはできません。必ずこの手順は、ユーザーに悪影響を及ぼ

さない時間にスケジュールしてください。

注意

他のシステム管理者は、この処置の間、システムにアクセスすべきではありません。アクセスし

ても、変更は保存されません。また、予測しない結果を招くことがあります。この処置が完了す

るまで待ってから、Cisco WebEx管理にサインインしてタスクを実行する必要があります。

システム変更手順を始める前に、他のシステム管理者と調整する必要があります。（注）

仮想マシンのバックアップを作成する必要がない場合は、この手順を実施する必要はありませ

ん。ただし、Ciscoでは、念のためにバックアップの作成をお勧めします。バックアップは、
手順に失敗した場合にシステムを元に戻すことを可能にします。

注目
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手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理者サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 VMware Data Recovery (vSphere Release 5.1以降は VMware vSphere Data Protectionと呼ばれる)を使
用して、各仮想マシンのバックアップを作成します。

バックアップは、仮想マシンをシステム変更前の状態に戻すことを助けます。詳細については、

VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。この
バックアップの完全詳細については、『VMware Data Recovery管理ガイド』または『vSphere Data
Protection管理ガイド』を参照してください。

拡張またはアップグレードの準備を行う場合、既存システムのすべてのVMwareスナッ
プショットを削除してください。これは拡張またはアップグレードされたシステムに

よるアクセスが可能な、ハードディスク 4の VMDKファイルの偶発的な削除を防止し
ます。

（注）

ステップ 4 Cisco WebEx管理サイトにサインインし、メンテナンスモードをオフにはしません。

ステップ 5 システム変更手順を続けます。
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第 7 章

高可用性システムの追加

• 自動展開を使用して HAシステムを追加する, 77 ページ

• 手動展開を使用して HAシステムを追加する, 80 ページ

• プライマリシステムと HAシステムが同じバージョンか確認する, 82 ページ

• 高可用性システムの追加, 83 ページ

• システムのテスト, 84 ページ

自動展開を使用して HA システムを追加する

開始する前に

•プライマリシステムの展開を正常に完了していなければなりません。

•プライマリシステムはメンテナンスモードになっています。

•プライマリおよび HAシステムのバックアップを作成します。 VMware vCenterを使用して
バックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。

高可用性システムを追加する前の注意事項

高可用性システムは、システムに追加され、システムの一部となる冗長性のあるシステムです。

仮想マシンに問題が発生した場合に利用可能です。

高可用性（HA）システムの制約事項は次のとおりです

• HAシステムのリリースバージョンはプライマリシステムと同じである必要があります。

プライマリシステムを更新した場合、HAシステムも更新してください。

•可能な場合（適切なサービス契約に基づいて）、Ciscoは、プライマリシステムと同じベー
スバージョン（パッチ前）と同じ OVAファイルを使用して HAシステムを展開することを
お勧めします。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
77



• HAシステムのサイズはプライマリシステムのシステムサイズと同じである必要がありま
す。

•プライマリシステムにパブリックアクセスを追加した場合、HAシステムにも追加してくだ
さい。

• HAシステムの内部仮想マシンは、プライマリシステムの内部仮想マシンと同じサブネット
上になければなりません。

•パブリックアクセスを追加した場合、HAシステムのインターネットリバースプロキシ仮想
マシンは、プライマリシステムのインターネットリバースプロキシ仮想マシンと同じサブ

ネット上になければなりません。

•このプロセスは仮想マシンをシステムに追加するため、現在のセキュリティ証明書は無効に
なり、自己署名証明書を使用していない限り、更新が必要になります。

•すでに HAシステムを展開している場合は、それを削除してから新しい HAシステムを再び
展開します。これにより、以前のHAシステムで仮想マシンが再利用できなくなります。新
しい HAシステムは、新しい仮想マシンと展開する必要があります。

自動展開を使用して高可用性システムを追加するタスクの概要

以下のタスクを順番に実行します。

詳細については次を参照してくださ

い。

説明タスク

VMware vSphereクライアントから
OVAファイルを展開する, （19ペー
ジ）

VMware vSphereクライアントを使用して、HA
システムの管理用仮想マシンを展開します。

1

HAシステムの管理用仮想マシンの電源をオンに
し、展開用の URLを書き留めます。

2

URLをウェブブラウザに入力し、HAシステム
の展開を続けます。

3

セットアップ用言語を選択する, （31
ページ）

HAシステムを展開するための優先する言語を選
択します。

4

システムのサイズを確認する, （32
ページ）

HAシステムのシステムサイズを確認します。
（このシステムのサイズはプライマリシステム

と一致する必要があります。）

5

インストールするシステムの選択, （
33ページ）

[高可用性 (HA)冗長システムを作成する]を選択
します。

6

システム展開の種類を選択する, （33
ページ）

自動展開を選択します。（簡単にするため、プ

ライマリシステムと同じ選択を行うことをお勧

めします。）

7
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詳細については次を参照してくださ

い。

説明タスク

VMware vCenterの入力情報を提供す
る, （34ページ）

HAシステムの仮想マシンを展開できるよう、
vCenterの認証資格情報を入力します。

8

メディア仮想マシンの vCenter設定を
選択する, （34ページ）

HAシステムのメディア仮想マシンの ESXiホス
ト、データストア、仮想マシンポートグループ

を適切に選択してください。

プライマリシステムで使用したのと同

じ仮想マシンポートグループを選択し

ます。

（注）

9

メディア仮想マシンのネットワーク情

報を入力する, （35ページ）
HAシステムのメディア仮想マシンの完全修飾ド
メイン名を適切に入力します。（HAシステム
に入力し、DNSサーバーを更新している場合
は、ユーザーに代わって IPアドレスを検索しま
す。）

10

パブリックアクセスを追加する, （35
ページ）

プライマリシステムにパブリックアクセスを追

加している場合、[インターネットリバースプロ
キシ仮想マシンを作成]の横にあるチェックボッ
クスがオンになっていることを確認します。そ

うでない場合は、このチェックボックスの選択

を解除します。

パブリックアクセスを有効にしていな

い場合は、タスク14に進みます。
（注）

11

インターネットリバースプロキシの

vCenter設定を選択する, （36ペー
ジ）

パブリックアクセスを追加している場合、HA
システムのインターネットリバースプロキシ仮

想マシンのESXiホスト、データストア、および
仮想マシンポートグループを選択してくださ

い。

プライマリシステムで使用したのと同

じ仮想マシンポートグループを選択し

ます。

（注）

12

インターネットリバースプロキシの

ネットワーク情報の入力, （36ペー
ジ）

インターネットリバースプロキシのホスト名と

ネットワーク情報を入力します。

13

ネットワークが適切に構成されている

ことを確認する, （40ページ）
HAシステムで必要となるすべてのネットワー
ク、DNSサーバー、ファイアウォールの構成を
変更していることを確認してください。

14

仮想マシンを展開する, （40ページ）HAシステムの仮装マシンの展開が正常に行われ
たら、[次へ]を選択し、HAシステムのチェック
を続けます。

15
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詳細については次を参照してくださ

い。

説明タスク

システムのチェック, （41ページ）HAシステムのチェックが正常に行われたら、
[次へ]を選択します。

16

プライマリシステムとHAシステムが
同じバージョンか確認する, （82ペー
ジ）

プライマリシステムと HAシステムのバージョ
ンが同じであることを確認します。同じでない

場合は、HAシステムを更新します。

17

高可用性システムの追加, （83ペー
ジ）

この高可用性システムを Cisco WebEx管理プラ
イマリシステムに追加します。

18

手動展開を使用して HA システムを追加する

開始する前に

•プライマリシステムの展開を正常に完了していなければなりません。

•プライマリシステムはメンテナンスモードになっています。

•プライマリおよび HAシステムのバックアップを作成します。 VMware vCenterを使用して
バックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。

高可用性システムを追加する前の注意事項

高可用性システムは、システムに追加され、システムの一部となる冗長性のあるシステムです。

仮想マシンに問題が発生した場合に利用可能です。

高可用性（HA）システムの制約事項は次のとおりです

• HAシステムのリリースバージョンはプライマリシステムと同じである必要があります。

プライマリシステムを更新した場合、HAシステムも更新してください。

•可能な場合（適切なサービス契約に基づいて）、Ciscoは、プライマリシステムと同じベー
スバージョン（パッチ前）と同じ OVAファイルを使用して HAシステムを展開することを
お勧めします。

• HAシステムのサイズはプライマリシステムのシステムサイズと同じである必要がありま
す。

•プライマリシステムにパブリックアクセスを追加した場合、HAシステムにも追加してくだ
さい。

• HAシステムの内部仮想マシンは、プライマリシステムの内部仮想マシンと同じサブネット
上になければなりません。
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•パブリックアクセスを追加した場合、HAシステムのインターネットリバースプロキシ仮想
マシンは、プライマリシステムのインターネットリバースプロキシ仮想マシンと同じサブ

ネット上になければなりません。

•このプロセスは仮想マシンをシステムに追加するため、現在のセキュリティ証明書は無効に
なり、自己署名証明書を使用していない限り、更新が必要になります。

•すでに HAシステムを展開している場合は、それを削除してから新しい HAシステムを再び
展開します。これにより、以前のHAシステムで仮想マシンが再利用できなくなります。新
しい HAシステムは、新しい仮想マシンと展開する必要があります。

手動展開を使用して高可用性システムを追加するタスクの概要

以下のタスクを順番に実行します。

詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

VMware vSphereクライアント
からOVAファイルを展開する,
（19ページ）

VMware vSphereクライアントを使用して、HAシス
テムの管理用仮想マシンを展開します。

1

HAシステムの管理用仮想マシンの電源をオンにし、
展開用の URLを書き留めます。

2

URLをウェブブラウザに入力し、HAシステムの展
開を続けます。

3

セットアップ用言語を選択す

る, （31ページ）
HAシステムを展開するための優先する言語を選択
します。

4

システムのサイズを確認する,
（32ページ）

HAシステムのシステムサイズを確認します。（こ
のシステムのサイズはプライマリシステムと一致す

る必要があります。）

5

インストールするシステムの選

択, （33ページ）
[高可用性 (HA)冗長システムを作成する]を選択しま
す。

6

システム展開の種類を選択す

る, （33ページ）
手動展開を選択します。（簡単にするため、プライ

マリシステムと同じ選択を行うことをお勧めしま

す。）

7

パブリックアクセスを追加す

る, （35ページ）
プライマリシステムにパブリックアクセスを追加し

ている場合、[インターネットリバースプロキシ仮想
マシンを作成]の横にあるチェックボックスがオンに
なっていることを確認します。そうでない場合は、

このチェックボックスの選択を解除します。

8

ネットワークが適切に構成され

ていることを確認する, （40
ページ）

HAシステムで必要となるすべてのネットワーク、
DNSサーバー、ファイアウォールの構成を変更して
いることを確認してください。

9
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

仮想マシンを展開する, （66
ページ）

HAシステムの仮装マシンの展開が正常に行われた
ら、[次へ]を選択し、HAシステムのチェックを続け
ます。

10

システムのチェック,（41ペー
ジ）

HAシステムのチェックが正常に行われたら、[次へ]
を選択します。

11

プライマリシステムとHAシス
テムが同じバージョンか確認す

る, （82ページ）

プライマリシステムと HAシステムのバージョンが
同じであることを確認します。同じでない場合は、

HAシステムを更新します。

12

高可用性システムの追加, （83
ページ）

この高可用性システムを Cisco WebEx管理プライマ
リシステムに追加します。

13

プライマリシステムと HA システムが同じバージョンか確認する
高可用性（HA）システムは、プライマリシステムと全く同じリリースである必要があります。
HAシステムのバージョンは、このブラウザページに掲載されています。プライマリシステムの
バージョンを確認するには、プライマリシステムで以下の手順を行います。

手順

ステップ 1 別のブラウザウィンドウで、プライマリシステムのWebEx管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ダッシュボード]タブで、[システム]ペインのプライマリシステムのバージョン番号を確認しま
す。

ステップ 3 プライマリシステムのバージョンが HAシステムより新しい場合は、新しいバージョンのソフト
ウェアの新しい OVAファイルで HAシステムを再実装するか、HAシステムを更新する必要があ
ります。

HAシステムを更新するには、まず仮想マシンをバックアップします。詳細について
は、「VMware vCenterを使用してバックアップを作成する」を参照してください。

（注）

ステップ 4 HAアップデートが必要な場合は、HAシステムを展開後、HAシステムに接続されているシステ
ムのブラウザで [更新]を選択します。

ステップ 5 Ciscoから、以下の通り適切な更新ファイルをダウンロードします。
ソフトウェアのダウンロード

ローカルディスクまたは HAシステムに利用可能なデータストアに更新ファイルを保存します。

ステップ 6 HAシステムに接続されているシステムのブラウザで [更新]を選択します。

ステップ 7 CD/DVDドライブを HAシステムの管理用仮想マシンの ISO更新ファイルを接続します。
[CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する]を参照してください。
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ステップ 8 [ISOファイルに接続して準備が整いました]をチェックして、[続行]を選択します。
[続行]を選択した後は、更新手順を停止することはできません。更新中に問題が発生し、
正常に完了しなかった場合は、バックアップファイルを使用してシステムを修復する必要

があります。

注意

更新手順は最大 1時間かかる場合があります。ブラウザウィンドウは閉じないでください。閉じ
ると、このページに戻れなくなります。

更新が完了すると、新しいダイアログが表示され、更新の完了を確認できます。

ステップ 9 [再起動]を選択します。
システムの再起動が完了すると、作成した HAシステムのページが表示され、更新を正常終了し
たメッセージが表示されます。

次の作業

この高可用性システムを Cisco WebEx管理のプライマリシステムに追加します。

高可用性システムの追加

高可用性システムの大半の機能は禁止されています。例えば、高可用性システムのアップグ

レード、SNMP構成、ストレージアクセス、メールサーバーへのアクセス権がありません。
システムプロパティを表示することができます、しかし、変更が禁止されている。

（注）

プライマリシステムで以下の手順を実施します。（注）

はじめる前に

• OVAファイルから高可用性システムとして使用する 2台目の仮想マシンに CiscoWebExをイ
ンストールします。

高可用性システムは、プライマリシステムと同じサイズである必要がありま

す。

（注）

•高可用性システムはプライマリシステムと同じ OVAとパッチで構成されている必要があり
ます。プライマリおよび高可用性システムのバージョンが一致しない場合は、より高いバー

ジョンにアップグレードするように指示されます。

•高可用性仮想マシンの完全修飾ドメイン名 (FQDN)をコピーします。高可用性システムを追
加するには FQDNを知る必要があります。
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•すべての仮想マシンが正常に機能することを確認します。ダッシュボードについて, （121
ページ）の説明に従って、システムモニターを見ながら仮想マシンの状態を判断します。

•この手順を実行する前に、高可用性の仮想マシンでスナップショットを撮影することを推奨
します。エラーが発生した場合は、スナップショットから手順をやり直してください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 プライマリシステムのシステムセクションで、[詳細表示]リンクを選択します。

ステップ 4 [高可用性システムを追加]を選択します。

ステップ 5 システムプロパティページの指示に従ってこの HAシステムを追加します。

ステップ 6 高可用性システムの管理サイト仮想マシンの FQDNを入力してから [続行]を選択します。
プライマリシステムとHAシステムの両方でこのHA追加手順の準備ができているか確認します。

•両システムの準備が完了している場合は、緑色の [追加]ボタンが表示されます。システムを
メンテナンスモードにしてから選択してください。

•いずれかのシステムの準備が整っていない場合は、エラーメッセージが表示されます。エ
ラーを修正してから、高可用性の追加の手順を再び試行します。

ステップ 7 [追加]を選択します。
エラー「エラーコード:Database-64」が表示された場合、高可用性の仮想マシンのスナッ
プショットを使用してこの手順を繰り返してください。

（注）

高可用性システムが追加され、自動的にプライマリシステム不良時のバックアップ用として構成

されます。

ステップ 8 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムをリブートします。再起動が完了したら、管理サ

イトにサインインします。

システムのテスト

システムで実行するいくつかの推奨されるテストは、このセクションでリストされます。システ

ムに対するこれらのテストおよび検証は、本製品のサポートページに紹介されている次の2つの診
断ツールを使用して実施できます。ミーティングテストとシステムリソーステスト。

アップグレードしたシステムをテストするとき、アップグレードしたシステムのテストが終了す

るまで、元のシステムを保持します（しかし、同時に両方のシステムの電源を入れることはでき

ません）。アップグレードしたシステムのテストに満足したら、既存システムを削除（永久に）

できます。既存システムを取り除くまたは削除する間に、アップグレードシステムが稼働してい
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ることを確認してください。これは、アップグレードしたシステムによってアクセスすることが

できるベース仮想マシンディスク（VMDK）ファイルの偶発的な脱落を防止します。

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。

•ミーティングのスケジュールと開催を実行する。

•既存のミーティングを再スケジュールする。

•一連のミーティングまたは今後のミーティングを削除する。

•ミーティング添付を開く。

•ミーティングの録画を再生する。
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第 8 章

システムのより大きなサイズへの拡張

• システム拡張の準備, 87 ページ

• システム変更手順の準備, 88 ページ

• 自動展開を使用したシステムの拡張, 89 ページ

• 手動展開を使用したシステムの拡張, 94 ページ

• システムのテスト, 99 ページ

システム拡張の準備

このセクションでは、システム拡張の必要条件を説明します。

システムの拡張には、拡張されたシステムで再ホストされた既存のシステムライセンスが必要で

す。（ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンスの再ホストを参照してく

ださい。）

新しいシステムのサイズの決定

以下を考慮します。

•追加のハードウェアの予算

•今後数か月における同時ミーティングの予測数と平均規模

システム拡張に必要な情報を入手する

•既存システムのバージョンのインストールに使用された OVAファイルを取得します。

•拡張のチェックリストを完了します。

システムの現在の値フィールド名

WebExサイト URL
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システムの現在の値フィールド名

管理者サイト URL

プライベート VIPアドレス

パブリック VIPアドレス

システム変更手順の準備

ここでは、以下のようにシステムを大きく変更する場合の準備手順について説明します。システ

ムのバックアップを作成することで、システムを拡張する、高可用性システムを追加する、パブ

リックアクセスを有効にする、システムを更新またはアップグレードするなどできます。

バックアップすることは選択できますが、システムの拡張またはアップグレードにはバックアッ

プは必要ありません。拡張またはアップグレード中に、新しいシステムを展開して、既存システ

ムから新しいシステムにデータを転送します。拡張やアップグレードで問題が発生したら、新し

いシステムの電源をオフにして、既存システムの使用を続行できます。

この処置は、システムへの排他的アクセスを必要とするため、ユーザーは、ミーティングのた

めにシステムにアクセスすることはできません。必ずこの手順は、ユーザーに悪影響を及ぼ

さない時間にスケジュールしてください。

注意

他のシステム管理者は、この処置の間、システムにアクセスすべきではありません。アクセスし

ても、変更は保存されません。また、予測しない結果を招くことがあります。この処置が完了す

るまで待ってから、Cisco WebEx管理にサインインしてタスクを実行する必要があります。

システム変更手順を始める前に、他のシステム管理者と調整する必要があります。（注）

仮想マシンのバックアップを作成する必要がない場合は、この手順を実施する必要はありませ

ん。ただし、Ciscoでは、念のためにバックアップの作成をお勧めします。バックアップは、
手順に失敗した場合にシステムを元に戻すことを可能にします。

注目

手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理者サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 VMware Data Recovery (vSphere Release 5.1以降は VMware vSphere Data Protectionと呼ばれる)を使
用して、各仮想マシンのバックアップを作成します。
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バックアップは、仮想マシンをシステム変更前の状態に戻すことを助けます。詳細については、

VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。この
バックアップの完全詳細については、『VMware Data Recovery管理ガイド』または『vSphere Data
Protection管理ガイド』を参照してください。

拡張またはアップグレードの準備を行う場合、既存システムのすべてのVMwareスナッ
プショットを削除してください。これは拡張またはアップグレードされたシステムに

よるアクセスが可能な、ハードディスク 4の VMDKファイルの偶発的な削除を防止し
ます。

（注）

ステップ 4 Cisco WebEx管理サイトにサインインし、メンテナンスモードをオフにはしません。

ステップ 5 システム変更手順を続けます。

自動展開を使用したシステムの拡張

開始する前に

拡張前のシステムは、元のシステムと呼ばれます。拡張後のシステムは、拡張されたシステ

ムです。

（注）

ユーザーにとって最も混乱が生じない時をスケジュールして、システム拡張を行います。

システム拡張を開始する前に、プライマリシステムをメンテナンスモードにします。

この処置は、システムへの排他的アクセスを必要とするため、ユーザーは、ミーティングのた

めにシステムにアクセスすることはできません。必ずこの手順は、ユーザーに悪影響を及ぼ

さない時間にスケジュールしてください。

注意

システム変更手順を始める前に、他のシステム管理者と調整する必要があります。他のシステム

管理者は、この処置の間、システムにアクセスすべきではありません。そうしたとしても、変更

は保存されません。また、予測しない結果を招くことがあります。

システムを拡張する前の検討事項

•拡張の手順を開始する前に元のシステムのすべてのVMwareのスナップショットを削除しま
す。

•拡張されたシステムで、元の仮想マシンと同じホスト名と IPアドレスを再使用することがで
きます。しかし、元のシステムと拡張されたシステムのいずれか片方のみの電源をオンする

ことができ、同時に電源をオンにして実行することはできません。

•元のシステムに HAがある場合、拡張されたシステムの展開後に拡張されたシステムに HA
を追加する必要があります。既存のHAシステムは、拡張後に保持されないため、再利用で
きません。
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•拡張されたシステムのテストが完了するまで元のシステムを保存できます。テストが完了
し、拡張されたシステムに満足したら、元の(拡張前)システムを削除できます。

•元のシステムおよび拡張されたシステムに対する内部仮想マシンは、同じサブネット上に存
在しなければなりません。

•パブリックアクセスを追加している場合は、元のシステムおよび拡張されたシステム用のイ
ンターネットリバースプロキシ仮想マシンが同じサブネット上にある必要があります。

•システムに新しい仮想マシンを追加すると、現在のセキュリティ証明書および公開鍵と秘密
鍵が無効になり、自己署名証明書を使用していない限り、更新が必要になります。

証明書にはホスト名と URLが含まれます。証明書と鍵は無効になるには、新しい仮想マシ
ンを含んでいないからです。証明書と鍵に関する完全情報については、「証明書の管理」を

参照してください。

•拡張されたシステムから、元のシステムの管理仮想マシンのディスクにアクセスできること
を確認します。ハードディスク 4を拡張されたシステムにコピーします。

•元のシステムを取り除く、または削除する間は、拡張されたシステムが稼働していることを
確認してください。これは拡張されたシステムによるアクセスが可能な、ハードディスク 4
の VMDKファイルの偶発的な削除を防止します。

システムを拡張する

システムを拡張するための全タスクは以下の通りです。

1 元のシステムのバックアップを作成します。

2 元のシステムの展開に使用したものと同じ OVAファイルを使用して、新しいシステムサイズ
用の管理仮想マシンを展開します。

3 元のシステムのデータを拡張されたシステムの管理仮想マシンにコピーします。

4 新しいシステムサイズ用の追加仮想マシンを展開します。

5 拡張されたシステムをテストします。

6 ライセンスを再ホストします。

自動展開を使用してシステムを拡張するタスクのまとめ

この表にはCiscoWebExMeetings Server管理ガイドの他のセクションへのリンクが含まれます。
これらの各セクションでは、特定タスクに関する詳細が提供されます。各タスクを完了した

後に、この表に戻り、次のタスクを完了させてください。 (Adobe Acrobatの [前のビュー]と
[次のビュー]を使用して、この表と個別のタスクの手順の間を簡単に移動してください。)

（注）
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

このタスクはこの章の前の部分

で完了しました。完全性のた

めに表に含まれています。

元のシステムを拡張する準備を行います。1

このタスクはこの章の前の部分

で完了しました。完全性のた

めに表に含まれています。

システム変更処置の準備をします。2

システムサイズを拡張する元のシステムの管理サイトからの拡張手順を開始し

ます。

3

VMware vSphere clientを使用する場合は、元のシステ
ムに対して、仮想マシン上で、[電源] > [ゲストの
シャットダウン]を選択します。

4

VMware vSphereクライアント
からOVAファイルを展開する,
（19ページ）

vSphere clientを使用して、新しいシステムサイズ用
の管理用仮想マシンを展開します。

5

既存の VMDKファイルを新し
い仮想マシンに取り付ける, （
7ページ）

元のシステムの管理仮想マシンのハードディスクを

拡張されたシステムシステムの管理仮想マシンに取

り付けます。

6

拡張されたシステム用の管理用仮想マシンの電源を

入れて、展開 URLを書き留めます。
7

Webブラウザに展開 URLを入力し、拡張システムの
展開を続けます。

9

セットアップ用言語を選択す

る, （31ページ）
拡張システムの展開に優先する言語を選択します。10

システムのサイズを確認する,
（32ページ）

システムのサイズを確認します。 (このシステムのサ
イズは元のシステムよりも大きいことが必要です。）

11

インストールするシステムの選

択, （33ページ）
[プライマリシステムのインストール]を選択します。13

システム展開の種類を選択す

る, （33ページ）
自動展開を選択します。14

VMware vCenterの入力情報を
提供する, （34ページ）

仮想マシンを展開できるように、vCenterの認証資格
情報を入力します。

15

メディア仮想マシンの vCenter
設定を選択する,（34ページ）

メディア仮想マシンのESXiホスト、データストア、
仮想マシンポートグループを選択してください。

16
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

メディア仮想マシンのネット

ワーク情報を入力する, （35
ページ）

メディア仮想マシンの完全修飾ドメイン名を入力し

ます。（拡張システムに入力し、DNSサーバーを更
新している場合は、ユーザーに代わって IPアドレス
を検索します。）

17

パブリックアクセスを追加す

る, （35ページ）
拡張されたシステムにパブリックアクセスを追加す

る場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マ
シンを作成する]チェックボックスが選択されている
ことを確認します。そうでない場合は、このチェッ

クボックスの選択を解除します。

パブリックアクセスが有効でない場合は、

タスク 19に進みます。
（注）

18

インターネットリバースプロキ

シの vCenter設定を選択する,
（36ページ）

パブリックアクセスを追加した場合、インターネッ

トリバースプロキシ仮想マシンのESXiホスト、デー
タストア、仮想マシンポートグループを選択してく

ださい。

19

インターネットリバースプロキ

シのネットワーク情報の入力,
（36ページ）

インターネットリバースプロキシのホスト名とネッ

トワーク情報を入力します。

20

パブリック VIPアドレスの入
力, （37ページ）

WebExサイト URLにパブリック VIPアドレスを入
力します。

元のシステムで使用したのと同じパブリッ

ク VIPアドレスを入力するか、新しい IP
アドレスに変更できます。変更しない場合

は、DNSサーバーに必要な更新を行いま
す。

（注）

21

プライベートVIPアドレスの入
力, （38ページ）

WebEx管理の URLのプライベート VIPアドレスを
入力します。

元のシステムで使用したのと同じプライ

ベートVIPアドレスを入力するか、新しい
IPアドレスに変更できます。変更しない
場合は、DNSサーバーに必要な更新を行い
ます。

（注）

22
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

WebExサイト URLおよび管理
URLの入力, （39ページ）

WebExサイトの URLを入力します。参加者は、こ
の URLにアクセスして、ミーティングを主催したり
これに出席したりします。 (この URLは、スプリッ
トホライズン DNSの使用の有無によって、プライ
ベート VIPアドレスまたはパブリック VIPアドレス
に解決されます。)

元のシステムに使用するのと同じWebExサ
イトのURLを入力するか、新しい名前に変
更します。変更しない場合は、DNSサー
バーに必要な更新を行います。

DNSサーバー上の元のサイト URLは変更
しないてください。元のサイト URLを新
しいサイト URLにリダイレクトします。
ユーザーが元のURLの使用を試み、それが
新しいURLにリダイレクトされていない場
合は、ミーティングを主催する、または出

席することができません。

（注）

23

WebExサイト URLおよび管理
URLの入力, （39ページ）

WebEx管理 URLを入力します。管理者は、Cisco
WebEx管理にアクセスし、内部参加者は、ミーティ
ングに出席します (スプリットホライズン DNSのみ
で)。 (このURLとプライベートVIPアドレスの名前
解決を行います。)

元のシステムに使用するのと同じWebEx
管理URLを入力するか、新しいURLに変
更します。変更しない場合は、DNSサー
バーに必要な更新を行います。

（注）

24

ネットワークが適切に構成され

ていることを確認する, （40
ページ）

システムで必要となるすべてのネットワーク、DNS
サーバー、ファイアウォールの構成を変更している

ことを確認してください。

25

仮想マシンを展開する仮想マシンの展開が成功したら、 [次へ]を選択して
システムチェックに進みます。

26

システムのチェックシステムチェックと一緒に、拡張されたシステムを

必要な更新項内容で更新して、拡張前の元のシステ

ムのソフトウェアバージョンに適合させます。 (これ
らの更新には最大 1時間かかる場合があります。）
完了すると、システムを再起動します。

27

[Cisco WebEx管理]にサインインします。28
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

システムのテスト拡張されたシステムをテストします。拡張に問題が

発生した場合は、拡張されたシステムの電源をオフ

にしてから元のシステムの電源をオンにします。

Cisco TACにご連絡ください。

29

ライセンスについてソフトウェ

アアップグレードまたはシステ

ム拡張後のライセンスの再ホス

ト

拡張されたシステムに適切に、ライセンス再ホスト

します。

30

手動展開を使用したシステムの拡張

開始する前に

拡張前のシステムは、元のシステムと呼ばれます。拡張後のシステムは、拡張されたシステ

ムです。

（注）

ユーザーにとって最も混乱が生じない時をスケジュールして、システム拡張を行います。

システム拡張を開始する前に、プライマリシステムをメンテナンスモードにします。

この処置は、システムへの排他的アクセスを必要とするため、ユーザーは、ミーティングのた

めにシステムにアクセスすることはできません。必ずこの手順は、ユーザーに悪影響を及ぼ

さない時間にスケジュールしてください。

注意

システム変更手順を始める前に、他のシステム管理者と調整する必要があります。他のシステム

管理者は、この処置の間、システムにアクセスすべきではありません。そうしたとしても、変更

は保存されません。また、予測しない結果を招くことがあります。

システムを拡張する前の検討事項

•拡張の手順を開始する前に元のシステムのすべてのVMwareのスナップショットを削除しま
す。

•拡張されたシステムで、元の仮想マシンと同じホスト名と IPアドレスを再使用することがで
きます。しかし、どんなときでも、元のシステムまたは拡張されたシステムの内の1つにし
か電源を入れることができません。両システムを、同時に、電源を入れて運転することはで

きません
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•すでに元のシステムに HAシステムを追加した場合、拡張されたシステムの展開後に、新し
い HAシステムを追加する必要があります。拡張後は、元の HAシステムは存在しないた
め、再利用できません。

•元のシステムを、拡張されたシステムのテストが終了するまで、維持することが許されま
す。テストが完了し、拡張されたシステムに満足したら、元の(拡張前)システムを削除でき
ます。

•元のシステムおよび拡張されたシステムに対する内部仮想マシンは、同じサブネット上に存
在しなければなりません。

•パブリックアクセスを追加している場合は、元のシステムおよび拡張されたシステム用のイ
ンターネットリバースプロキシ仮想マシンが同じサブネット上にある必要があります。

•システムに新しい仮想マシンを追加すると、現在のセキュリティ証明書および公開鍵と秘密
鍵が無効になり、自己署名証明書を使用していない限り、更新が必要になります。

証明書にはホスト名と URLが含まれます。証明書と鍵は無効になるには、新しい仮想マシ
ンを含んでいないからです。証明書と鍵に関する完全情報については、証明書の管理,（243
ページ）を参照してください。

•拡張したシステムから、元のシステムの管理仮想マシンのディスクにアクセスできることを
確認します。ハードディスク 4を拡張したシステムにコピーします。

•元のシステムを取り除く、または削除する間は、拡張されたシステムが稼働していることを
確認してください。これは拡張されたシステムによるアクセスが可能な、ハードディスク

4の VMDKファイルの偶発的な削除を防止します。

システムを拡張する

システムを拡張するための全タスクは以下の通りです。

1 元のシステムのバックアップを作成します。

2 元のシステムの展開に使用したものと同じ OVAファイルを使用して、新しいシステムサイズ
用の管理仮想マシンを展開します。

3 元のシステムのデータを拡張されたシステムの管理仮想マシンにコピーします。

4 OVAを使用して、新しいシステムサイズ用の追加仮想マシンを展開します。

5 拡張されたシステムをテストします。

6 ライセンスを再ホストします。
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手動展開を使用してシステムを拡張するタスクのまとめ

この表にはCiscoWebExMeetings Server管理ガイドの他のセクションへのリンクが含まれます。
これらの各セクションでは、特定タスクに関する詳細が提供されます。各タスクを完了した

後に、この表に戻り、次のタスクを完了させてください。 (Adobe Acrobatの [前のビュー]と
[次のビュー]を使用して、この表と個別のタスクの手順の間を簡単に移動してください。)

（注）

詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

このタスクはこの章の前の部分

で完了しました。完全性のた

めに表に含まれています。

元のシステムを拡張する準備を行います。1

このタスクはこの章の前の部分

で完了しました。完全性のた

めに表に含まれています。

システム変更処置の準備をします。2

システムサイズを拡張する元のシステムの管理サイトからの拡張手順を開

始します。

3

VMware vSphere clientを使用する場合は、元のシ
ステムに対して、仮想マシン上で、[電源] > [ゲ
ストのシャットダウン]を選択します。

4

VMware vSphereクライアント
からOVAファイルを展開する,
（19ページ）

vSphere clientを使用して、新しいシステムサイ
ズ用の管理用仮想マシンを展開します。

現時点で、システムのために他の仮想

マシンも作成できます。

（注）

5

既存の VMDKファイルを新し
い仮想マシンに取り付ける, （
7ページ）

元のシステムの管理仮想マシンのハードディス

クを拡張されたシステムシステムの管理仮想マ

シンに取り付けます。

6

拡張されたシステム用の管理用仮想マシンの電

源を入れて、展開 URLを書き留めます。
現時点で、システムの他の仮想マシン

の電源をオンにすることができます。

仮想マシンの電源が正常にオンになる

ことを確認してください。

（注）

7

Webブラウザに展開URLを入力し、拡張システ
ムの展開を続けます。

9

セットアップ用言語を選択す

る, （31ページ）
拡張システムの展開に優先する言語を選択しま

す。

10
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

システムのサイズを確認する,
（32ページ）

システムのサイズを確認します。 (このシステ
ムのサイズは元のシステムよりも大きいことが

必要です。）

11

インストールするシステムの選

択, （33ページ）
[プライマリシステムのインストール]を選択し
ます。

12

システム展開の種類を選択す

る, （33ページ）
手動展開を選択します。13

パブリックアクセスを追加す

る, （35ページ）
拡張されたシステムにパブリックアクセスを追

加する場合は、[インターネットリバースプロキ
シ仮想マシンを作成する]チェックボックスが
選択されていることを確認します。そうでない

場合は、このチェックボックスの選択を解除し

ます。

14

パブリック VIPアドレスの入
力, （37ページ）

WebExサイト URLにパブリック VIPアドレス
を入力します。

元のシステムで使用したのと同じパブ

リックVIPアドレスを入力するか、新
しい IPアドレスに変更します。変更
しない場合は、DNSサーバーに必要
な更新を行います。

（注）

15

プライベートVIPアドレスの入
力, （38ページ）

WebEx管理の URLのプライベート VIPアドレ
スを入力します。

元のシステムで使用したのと同じプラ

イベートVIPアドレスを入力するか、
新しい IPアドレスに変更します。変
更しない場合は、DNSサーバーに必
要な更新を行います。

（注）

16

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
97

手動展開を使用したシステムの拡張



詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

WebExサイト URLおよび管理
URLの入力, （39ページ）

WebExサイトのURLを入力します。参加者は、
このURLにアクセスして、ミーティングを主催
したりこれに出席したりします。(このURLは、
スプリットホライズンDNSの使用の有無によっ
て、プライベート VIPアドレスまたはパブリッ
ク VIPアドレスに解決されます。)

元のシステムに使用するのと同じ

WebExサイトの URLを入力するか、
新しい名前に変更します。変更しない

場合は、DNSサーバーに必要な更新を
行います。

DNSサーバー上の元のサイト URLは
変更しないてください。元のサイト

URLを新しいサイト URLにリダイレ
クトします。ユーザーが元のURLの
使用を試み、それが新しい URLにリ
ダイレクトされていない場合は、ミー

ティングを主催する、または出席する

ことができません。

（注）

17

WebExサイト URLおよび管理
URLの入力, （39ページ）

WebEx管理URLを入力します。管理者は、Cisco
WebEx管理にアクセスし、内部参加者は、ミー
ティングに出席します (スプリットホライズン
DNSのみで)。 (この URLとプライベート VIP
アドレスの名前解決を行います。)

元のシステムに使用するのと同じ

WebEx管理 URLを入力するか、新し
いURLに変更します。変更しない場
合は、DNSサーバーに必要な更新を
行います。

（注）

18

ネットワークが適切に構成され

ていることを確認する, （40
ページ）

システムで必要となるすべてのネットワーク、

DNSサーバー、ファイアウォールの構成を変更
していることを確認してください。

19

仮想マシンを展開する仮想マシンの展開が成功したら、 [次へ]を選択
してシステムチェックに進みます。

20
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

システムのチェックシステムチェックと一緒に、拡張されたシステ

ムを必要な更新項内容で更新して、拡張前の元

のシステムのソフトウェアバージョンに適合さ

せます。 (これらの更新には最大 1時間かかる
場合があります。)完了すると、システムを再
起動します。

21

[Cisco WebEx管理]にサインインします。22

システムのテスト拡張されたシステムをテストします。拡張に問

題が発生した場合は、拡張されたシステムの電

源をオフにしてから元のシステムの電源をオン

にします。 Cisco TACにご連絡ください。

23

ライセンスについてソフトウェ

アアップグレードまたはシステ

ム拡張後のライセンスの再ホス

ト

拡張されたシステムに適切に、ライセンス再ホ

ストします。

24

システムのテスト

システムで実行するいくつかの推奨されるテストは、このセクションでリストされます。システ

ムに対するこれらのテストおよび検証は、本製品のサポートページに紹介されている次の2つの診
断ツールを使用して実施できます。ミーティングテストとシステムリソーステスト。

アップグレードしたシステムをテストするとき、アップグレードしたシステムのテストが終了す

るまで、元のシステムを保持します（しかし、同時に両方のシステムの電源を入れることはでき

ません）。アップグレードしたシステムのテストに満足したら、既存システムを削除（永久に）

できます。既存システムを取り除くまたは削除する間に、アップグレードシステムが稼働してい

ることを確認してください。これは、アップグレードしたシステムによってアクセスすることが

できるベース仮想マシンディスク（VMDK）ファイルの偶発的な脱落を防止します。

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。

•ミーティングのスケジュールと開催を実行する。

•既存のミーティングを再スケジュールする。

•一連のミーティングまたは今後のミーティングを削除する。

•ミーティング添付を開く。

•ミーティングの録画を再生する。
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第 9 章

システムの更新

• システムの更新, 101 ページ

• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する, 102 ページ

• 更新手順を続ける, 103 ページ

• アップデートの完了, 104 ページ

システムの更新

更新手順はシステムに占有アクセスする必要があるため、ユーザーはミーティングのためにシス

テムにアクセスできません。更新はユーザーに悪影響を与えない時間に行うようスケジューリン

グしてください。

他のシステム管理者は、この処置の間、システムにアクセスすべきではありません。その場合、

変更は保存されず、予想できない結果が生じることがあります。Cisco WebEx管理のサイトにサ
インインする前にこの手順が完了するまで待つ必要があります。

仮想マシンのバックアップを含む完全な更新手順は、システムのサイズおよびデータベースのサ

イズに応じて、最大 1時間かかります。

はじめる前に

Ciscoから、以下の通り最新の更新ファイルを取得します。

Ciscoソフトウェアダウンロード(外部）

システムの更新パッケージは、ISOイメージに含まれます。ソフトウェアのいくつかのバージョ
ンを [スキップ]できません。たとえば、1.5MR2を適用する前にCiscoWebExMeetings Serverバー
ジョン 1.1（ビルド 1.1.1.9.A）またはバージョン 1.5（ビルド 1.5.1.6.A）をインストールする必要
があります。
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手順

ステップ 1 Cisco WebEx管理者サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 [システム]タブを選択して、次に [アップグレード]を選択します。

ステップ 4 [更新]を選択します。

ステップ 5 VMware vSphereクライアントで、システムの各仮想マシンの [電源] > [ゲストのシャットダウン]
を選択します。

vSphereの使用に関する詳細は、VMware ESXiおよび vCenterサーバーの説明書を参照してくださ
い。

ステップ 6 仮想マシンの電源が切られたら、VMware Data Recovery（または vSphere Release 5.1で使用できる
VMware vSphereData Protection）を使用して、各仮想マシンのバックアップを作成してください。
バックアップは必要に応じて、仮想マシンを更新前の状態に戻します。詳細については、VMware
vCenterを使用してバックアップを作成する, （4ページ）を参照してください。このバックアッ
プの完全詳細については、『VMware Data Recovery管理ガイド』または『vSphere Data Protection
管理ガイド』を参照してください。

スナップショットを撮ることもできますが、24時間以内にすべてのスナップショット
削除しないと、データパフォーマンスに影響が出る可能性があります。詳細について

は、「VMware vCenterを使用してスナップショットを撮る」を参照してください。

（注）

更新手順では既存の仮想マシンに変更を加えるため、すべての仮想マシンのバックアップ

を作成してください。更新手順を開始したら、更新を元に戻すことはできません。

注意

ステップ 7 VMware vSphereクライアントで、システムの各仮想マシンの電源を入れます。

ステップ 8 Cisco WebEx管理サイトにログインし、メンテナンスモードをオフにはしません。

ステップ 9 [システム]タブを選択して、次に [アップグレード]を選択します。

ステップ 10 [更新]を選択して、[システム更新]ページに戻ります。

次の作業

[CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する]に移動してください。

CD/DVD ドライブから ISO イメージに接続する
高速更新する場合、Ciscoでは、vCenterデータストアの ISOイメージのマウントをお勧めしてい
ます。ただし、ISOイメージをvSphereクライアントのローカルディスクにマウントした場合は、
vSphereクライアントに会社のイントラネット（VANではない）ハードワイヤード接続が必要で
す。

vCenterデータストアに ISOイメージを配置し、CD/DVDに接続するには、以下の手順を完成させ
ます。
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はじめる前に

Ciscoから希望の ISOイメージを以下の通り取得します。

ソフトウェアのダウンロード

適切な権限を持っていることを確認してください。

手順

ステップ 1 管理用仮想マシンのESXiホストを選択します。 [サマリー]タブを選択し、[ストレージ]から [デー
タストア 1]名をダブルクリックします。

ステップ 2 [データストアとデータストアクラスタ]ウィンドウで、[このデータストアを見る]を選択します。

ステップ 3 緑色の上矢印（ファイルのアップロード）を選択して、更新用の ISOファイルをアップロードし
ます。

ステップ 4 VMware vCenter在庫の管理用仮想マシンを選択します。

ステップ 5 管理仮想マシンの [CD/DVD]アイコンを選択します。

ステップ 6 ローカルディスクまたはデータストアの [CD/DVDドライブ 1] > [ISOイメージに接続]を選択しま
す。

ステップ 7 CD/DVDデバイスが接続されていることを確認します。
a) vCenter在庫の管理用仮想マシンを右クリックして、[設定の編集]を選択します。
b) [ハードウェア]タブで、[CD/DVDドライブ 1]を選択します。
c) チェックされていない場合は、[接続済み]チェックボックスをチェックします。
d) [OK]を選択します。

更新手順を続ける

はじめる前に

完了した処理:

•システムの更新, （101ページ）

• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する, （102ページ）
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手順

ステップ 1 更新用 ISOイメージを接続した後、Cisco WebEx管理サイトの [システム更新]ページで [続行]を
選択します。

ステップ 2 [ISOファイルに接続して準備が整いました]チェックボックスをチェックして、[続行]を選択しま
す。

ステップ 3 [続行]を選択します。
[続行]を選択した後は、更新手順を停止することはできません。更新中に問題が発生し、
正常に完了しなかった場合は、バックアップを使用してシステムを修復します。

注意

更新手順は最大 1時間かかります。ブラウザウィンドウは閉じないでください。閉じると、この
ページに戻れなくなります。

更新が完了すると、新しいページが表示され、更新に成功したかどうかを確認できます。

更新が正常に完了しても、システムが更新されたことを通知するテキストや [再起動]ボ
タンが表示されないという問題が依然として存在しています。1時間以上経っても更新
が完了しない場合は、メンテナンスモードをオフにしてみてください。メンテナンス

モードをオフにできない場合は、更新が進行中です。更新が終了したら、すべての仮

想マシンを vCenterから再起動してください。仮想マシンがオンラインになるまで待機
した後、ダッシュボードでシステムバージョンを確認してください。

（注）

ステップ 4 [再起動]を選択して、システムを再起動します。
このページのデフォルトタイムアウト値は 90分です。この期間内にシステムを再起動するか、
デフォルトタイムアウトをより長い時間に変更します。

次の作業

アップデートの完了, （104ページ）を続けます。

アップデートの完了

はじめる前に

これは更新手順を続ける, （103ページ）から続く手順です。

手順

ステップ 1 更新が正常に完了したら、[再起動]を選択します。
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システムが再起動されたら、Cisco WebEx管理サイトへのサインインページが表示されます。

ステップ 2 [Cisco WebEx管理]にサインインします。更新されたバージョンがダッシュボードに表示されま
す。

ステップ 3 この更新のリリースメモを確認して、更新後のタスクが必要かどうか判断します。追加タスクが

必要な場合は、システムをメンテナンスモードにする前に実施します。

ステップ 4 更新後の設定が完了したら、[メンテナンスモードをオフにする]を選択します。

ステップ 5 システムをテストして確認します。システムに対するこれらのテストおよび検証は、本製品のサ

ポートページに紹介されている次の2つの診断ツールを使用して実施できます。ミーティングテ
ストとシステムリソーステスト。

•ユーザーの追加、編集、有効化、無効化を実行する。

•ミーティングのスケジュールと開催を実行する。

•既存のミーティングを再スケジュールする。

•一連のミーティングまたは今後のミーティングを削除する。

•ミーティング添付を開く。

•ミーティングの録画を再生する。

次の作業

•問題を見つけた場合には、VMware Data Recovery (VMware vSphere Data Protection)またはシ
ステムスナップショットを使用して、前のバージョンに復旧します。 ISOネットワーク接続
を確認して、問題がないことを確認します。

•更新が成功した場合は、更新されたシステムをしばらく使用します。問題がなければ、更新
する前に作成した仮想マシンのバックアップまたはスナップショットを削除します。
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第 10 章

システムのアップグレード

• アップグレードの準備, 107 ページ

• システムの自動アップグレード, 108 ページ

• システムの手動アップグレード, 111 ページ

• システムのテスト, 114 ページ

• ライセンスの再ホストおよびアップグレード, 114 ページ

アップグレードの準備

システムはアップグレードは、システムに作成した主な変更を展開するためのシステムの置換と

して定義されます。例えば、新しいオペレーティングシステムのサポートを含むバージョン 2.0
を実行するために、現在のバージョン 1.0を実行しているシステムを置き換えること。メンテナ
ンスリリース（MR）またはパッチを更新する場合は、常に「システムの更新」手順を使用して
ください。使用する正しい手順のリリースノートを確認してください。両方のケースで、元のシ

ステムからの全データは、アップデートまたはアップグレードしたシステムに転送されます。

システムは自動でも手動でもアップグレードできます。自動処理でシステムをアップグレードす

ることを推奨します。

更新時期:

•次のアプリケーションのフルバージョンにアップグレードできます。たとえば、システムを
1.5から 2.0にアップグレードします。システムを 1.1から 1.5にアップグレードします。シ
ステムの増分リリースへのアップグレードは試みないでください。

• Cisco WebExMeeting Serverをアップグレードするときは、元のシステムに保存されているロ
グキャプチャはアップデートされたCiscoWebExMeeting Serverシステムには受け継がれませ
ん。したがって、アップグレードを開始する前に、元のシステムから必要なログとログキャ

プチャをキャプチャしてダウンロードしておく必要があります。

• CiscoWebExMeetings Server Release 2.0を新しくインストールするには、管理仮想マシンのホ
スト（CiscoUCSサーバー）には 1.5TBの空き容量が必要です。管理仮想マシンの無いESXi
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ホスト（Cisco UCSサーバー）には 1 TBの空き容量が必要です。既存のCisco UCSサーバー
を使用してCiscoWebExMeetings Server Release 1.xからRelease 2.0にアップグレードする際、
UCSサーバーに管理仮想マシン（プライマリまたは HAシステム）しかない場合は、ESXi
ホストには 1118 GBの空きディスク容量が必要です。UCSサーバーに 1つの管理仮想マシン
（プライマリまたは HAシステム）と 1つのメディア仮想マシン（プライマリまたは HAシ
ステム）がある場合は、ESXiホストには 990 GBの空きディスク容量が必要です。空き容量
は、ローカル（DAS）または外部（SAN/NAS）のいずれでもかまいません。詳細な情報に
ついては、システム要件の「Cisco WebEx Meetings Serverと ESXiホストによって消費される
リソース」のセクションをご覧ください。

アップグレードを開始する前のシステムを元のシステムと呼びます。アップグレード後のシ

ステムをアップグレードしたシステムと呼びます。

（注）

自動または手動アップグレードを開始する前に

システムの自動または手動アップグレードの前に、以下の問題に対処する必要があります。

•アップグレードに必要なOVAファイルを取得します。

•元（既存）のシステムで各仮想マシンのバックアップを作成します。（「VMwarevCenterを
使用してバックアップを作成する」を参照してください。）

•メンテナンスの停止を計画します。アップグレードプロセス中、元のシステムはメンテナン
スモードになり、システムへの排他的アクセスを必要とします。ユーザーは、この時間中に

ミーティングのためにシステムにアクセスすることはできません。ユーザーに最も迷惑がか

からない時間にじび部分のアップグレードのスケジュールをしてください。

•データストアのサイズの増大を見込んでください。元のシステムとアップグレードされたシ
ステムは、アップグレードされたシステムのテストが完了し、元のシステムが削除されるま

で、データストアを共有することになるからです。

•元のシステムホスト名と IPアドレスは、アップグレードしたシステムで拒否されます。ま
た、両方のシステムの内部仮想マシンは同じサブネットにあります。パブリックアクセスを

追加している場合は、元のシステムおよびアップグレードしたシステム用のインターネット

リバースプロキシ仮想マシンが同じサブネット上にある必要があります。

システムの自動アップグレード

自動アップグレードを開始する前に

自動アップグレードプロセスを使用してシステムをアップグレードする前に、以下の問題に対処

する必要があります。

•他のシステム管理者に、変更を加えると予想外の結果となる可能性があるため、アップグ
レード中は元のシステムにアクセスしたり変更を加えたりしないように通知します。
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•アップグレードしたシステムに一時的に使用される追加の IPアドレス1個を提供および構成
します。

•どちらかのシステムを手動で電源オンにしたりシャットダウンしないでください。

•アップグレードしたシステムから元のシステムの管理仮想マシンのディスクにアクセスでき
ることを確認してください。

自動アップグレードの使用

この表は自動アップグレードを完了するのに必要な高レベルタスクを示しています。ここには、

各タスクを完了するのに必要な詳細な手順を説明するCiscoWebExMeetings Server管理ガイドセク
ションへのリンクが含まれています。（この表と Adobe Acrobatの個別のタスクの間を簡単に移
動するには、[前のビュー]または [次のビュー]を選択します。）

詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

LicenseManagerを使用したライ
センスのフルフィル

元のシステムのライセンスマネージャーに移動し、

[システム] > [詳細] > [ライセンスの管理]を選択して
ライセンスリクエストを生成します。ライセンスマ

ネージャーは新しいタブで開きます。

[ライセンス生成リクエスト]を選択します。ポップ
アップはライセンスリクエストテキストで表示され

ます。手動の再ホスト手順を使用し、ライセンスを

取り戻す必要がある可能性があるため、テキストを

コピーして、ライセンスリクエストを便利な場所に

保存します。この情報も、Ciscoがラインセンスを探
す際に役立ちます。

1

vSphereクライアントを使う場合は、自動アップグ
レードサフィックスの設定、たとえば 250ユーザー
Admin自動アップグレードを選択して、アップグレー
ドしたシステムの管理仮想マシンを展開します。

2

アップグレードしたシステムの仮想マシンの管理電

源をオンにし、仮想マシンコンソールに表示される

展開 URLを書き込みます。

3

ウェブブラウザの URLフィールドに展開 URLを入
力します。

4

VMware vCenterの入力情報を
提供する

管理および vCenter URLの認証資格情報を入力する
と、仮想マシンが展開されます。

5
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

アップグレードの経過はアップ

グレードしたシステムの実装

URLおよびプライマリシステ
ム管理仮想マシンに接続された

VMwareコンソールに表示され
ます。

アップグレード中にブラウザ

ウィンドウが誤って閉じてしま

う場合に備えて、VMwareコン
ソールは使用する実装 URLを
提供します。

追加の仮想マシンを展開するには、[続行]を選択し
ます。（アップグレードしたシステムのセットアッ

プを開始し、元のシステムがメンテナンスモードに

なるまで、ユーザーはミーティングを保留にできま

すが、管理者は元のシステムの仮想マシンを変更し

ないでください。）

6

vCenterでリストされた自動作成された仮想マシンの
名前をメモします。仮想マシン名のフォーマットは

以下の通りです。

CWMS_hostname_MMDDHHmm

where mm=minute

アップグレードが完了すると、仮想マシンは表示さ

れません。CWMSアップグレードの一部として作成
された仮想マシンを探すために、このフォーマット

に基づいて検索できます。

7

自動でシステムをメンテナンスモードにし、アップ

グレードしたシステムのセットアップを開始するに

は、[続行]を選択します。メンテナンスモードがオ
ンになったとき、メッセージが表示されます。これ

には最大で 30分かかります。

8

アップグレードした Cisco WebEx管理サイトを開始
するには、[管理サイトにサインイン]を選択します。

9

ミーティングサービスが利用で

きるようになるまで数分かかる

ことがあります。 [システムプ
ロパティ]ページに記載された
仮想マシンすべての表示が「良

好（緑色）」のとき、ユーザー

はシステム上で会議を開始でき

ます。詳細については、「メ

ンテナンスモードをオンまたは

オフにする」を参照してくださ

い。

アップグレードしたシステムでメンテナンスモード

をオフにします。システムが再起動します。

10

システムのテストアップグレードしたシステムをテストします。アッ

プグレードに問題が発生した場合、CiscoTACに連絡
してアップグレードしたシステムの電源をオフにし

て、元のシステムの電源をオンにします。

11
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

ライセンスについてソフトウェ

アアップグレードまたはシステ

ム拡張後のライセンスの再ホス

ト

アップグレードしたシステムに対して、ライセンス

バージョンを適切に再ホストおよび更新します。180
日間以内で、ライセンスフリーの猶予期間は期限切

れになります。元のシステムに有効なライセンスが

ある場合、このライセンスは 180日間以内に再ホス
トされる必要があります。元のシステムがライセン

スフリーの猶予期間内に動作していた場合、残りの

期限内の日数はアップグレードしたシステムに転送

されます。

12

システムの手動アップグレード

手動アップグレードを開始する

システムのアップグレードの前に、以下の問題に対処する必要があります。

•元（既存）のシステムの VMwareスナップショットを削除してます。

•元の仮想マシンからホスト名と IPアドレスがアップグレードしたシステムで使用されるた
め、同時に両方のシステムの電源をオンにしたり実行しないでください。

•アップグレードしたシステムから元のシステムの管理仮想マシンのディスクにアクセスでき
ることを確認してください。（ハードディスク 4は元のシステムからアップグレードしたシ
ステムにコピーされます。）

システムを手動でアップグレードするタスク

この表のタスクのいくつかには「Cisco WebEx Meetings Server管理ガイド」の他のセクションへの
リンクが含まれます。これらのセクションは、タスクに詳細情報を提供します。（この表とAdobe
Acrobatの個別のタスクの間を簡単に移動するには、[前のビュー]または [次のビュー]を選択しま
す。）
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

ライセンスについて元のシステムのライセンスマネージャーに移動し、

[システム] > [詳細] > [ライセンスの管理]を選択して
ライセンスリクエストを生成します。ライセンスマ

ネージャーは新しいタブで開きます。

[ライセンス生成リクエスト]を選択します。ポップ
アップはライセンスリクエストテキストで表示され

ます。手動の再ホスト手順を使用し、ライセンスを

取り戻す必要がある可能性があるため、テキストを

コピーして、便利な場所にライセンスリクエストを

保存します。この情報も、Ciscoがラインセンスを探
す際に役立ちます。

1

元のシステムの管理サイトにログインします。2

[システム]タブに移動し、[アップグレード]を選択
します。

3

[メジャーアップグレード]を選択します。4

[続行]を選択して、元のシステムデータをアーカイ
ブ化し、システムをメンテナンスモードにします。

5

VMware vSphere clientを使用する場合は、元のシステ
ムに対して、仮想マシン上で、[電源] > [ゲストの
シャットダウン]を選択します。

6

VMware vSphereクライアント
から OVAファイルを展開する

HA、IRP仮想マシンなど、アップグレードしたシス
テムの可能マシンすべてを展開します。

7

既存の VMDKファイルを新し
い仮想マシンに取り付ける

元のシステムのデータをアップグレードしたシステ

ムの管理仮想マシンにコピーします。

8

アップグレードした管理仮想マシンの電源をオンに

し、仮想マシンコンソールの展開URLを書き込みま
す。システムに高可用性（HA）が含まれている場
合、HA管理展開から HA仮想マシンを設定しませ
ん。アップグレードスクリプトが HA仮想マシンを
検出できるようにします。（「高可用性システムの

設定」を参照してください。）

9

その他のアップグレードした仮想マシンの電源をオ

ンにします。

10

ウェブブラウザのに展開 URLを入力します。11
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

アップグレードの経過はアップ

グレードしたシステムの実装

URLおよびプライマリシステ
ム管理仮想マシンに接続された

VMwareコンソールに表示され
ます。

アップグレード中にブラウザ

ウィンドウが誤って閉じてしま

う場合に備えて、VMwareコン
ソールは使用する実装 URLを
提供します。

[続行]を選択し、システムのセットアップを開始し
ます。

12

ミーティングサービスが利用で

きるようになるまで数分かかる

ことがあります。 [システムプ
ロパティ]ページに記載された
仮想マシンすべての表示が「良

好（緑色）」のとき、ユーザー

はシステム上で会議を開始でき

ます。詳細については、「メ

ンテナンスモードをオンまたは

オフにする」を参照してくださ

い。

[メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、
[続行]を選択して確認します。

13

システムのセットアップが完了したら、[管理サイト
にサインイン]を選択します。

14

システムのテストアップグレードしたシステムをテストします。

アップグレードしたシステムが適切に実行されると、

元のシステムを削除し、元のシステムリソースに空

きを作成できます。アップグレードしたシステムが

アクセスする可能性がある、ハードディスク 4ベー
ス VMDKファイルの偶発的な取り外しを防ぐため
に、元のシステムを削除しながら、実行しているアッ

プグレードしたシステムを保持します。

アップグレードに問題が発生した場合、CiscoTACに
連絡してアップグレードしたシステムの電源をオフ

にして、元のシステムの電源をオンにします。

15
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詳細については次を参照してく

ださい。

説明タスク

ライセンスについてソフトウェ

アアップグレードまたはシステ

ム拡張後のライセンスの再ホス

ト

アップグレードしたシステムに対して、ライセンス

バージョンを適切に再ホストおよび更新します。180
日間以内で、ライセンスフリーの猶予期間は期限切

れになります。元のシステムに有効なライセンスが

ある場合、このライセンスは 180日間以内に再ホス
トされる必要があります。元のシステムがライセン

スフリーの猶予期間内に動作していた場合、残りの

期限内の日数はアップグレードしたシステムに転送

されます。

16

システムのテスト

システムで実行するいくつかの推奨されるテストは、このセクションでリストされます。システ

ムに対するこれらのテストおよび検証は、本製品のサポートページに紹介されている次の2つの診
断ツールを使用して実施できます。ミーティングテストとシステムリソーステスト。

アップグレードしたシステムをテストするとき、アップグレードしたシステムのテストが終了す

るまで、元のシステムを保持します（しかし、同時に両方のシステムの電源を入れることはでき

ません）。アップグレードしたシステムのテストに満足したら、既存システムを削除（永久に）

できます。既存システムを取り除くまたは削除する間に、アップグレードシステムが稼働してい

ることを確認してください。これは、アップグレードしたシステムによってアクセスすることが

できるベース仮想マシンディスク（VMDK）ファイルの偶発的な脱落を防止します。

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。

•ミーティングのスケジュールと開催を実行する。

•既存のミーティングを再スケジュールする。

•一連のミーティングまたは今後のミーティングを削除する。

•ミーティング添付を開く。

•ミーティングの録画を再生する。

ライセンスの再ホストおよびアップグレード

再ホストすることで、元のシステムにあるライセンスをアップグレードしたシステムで限られた

期間、使用することができます。ライセンスが再ホストされない場合、完全にアップグレードで

きません。 180日間以内で、猶予期間は期限切れになります。ソフトウェアのアップグレードは
以下の通りです。
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•元のシステムがライセンスフリーの猶予期間内にライセンス無しで動作していた場合、残り
のライセンスフリーの日数はアップグレードしたシステムに移行されます。

•元のシステムに有効なライセンスがある場合、再ホスト(「ソフトウェアアップグレードまた
はシステム拡張後のライセンスの再ホスト」を参照してください)および更新される前であれ
ば、このライセンスは最大 180日有効です。

GLO リクエストフォームのアクセス
GlobalLicensingOperations（GLO）リクエストフォームを表示するため、製品ライセンス登録ペー
ジ（https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart）で [連絡先]を選択します。 [GLOサポー
ト連絡先情報]ページで、[リクエスト]を選択します。

はじめる前に

以下の情報を提示する準備をしてください。

•連絡先情報

•問題の説明

•製品名とライセンスの状態（ライセンス情報の再送信またはライセンスの更新など）

•権利情報（製品シリアル番号など）

ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンスの再ホスト

CWMSソフトウェアがアップグレードまたは拡張され、テストが完了した後、次のステップはラ
イセンスを再ホストすることです。再ホストされたライセンスは、元のシステムで自動的に無効

になります。再ホストを開始する前に、ライセンスを再ホストする必要がある場合に備えて、元

のシステムからのライセンスリクエストを保持します。

ライセンスを再ホストするとき、際ホストできるライセンスの数は、元のシステムのライセンス

数に限定されます。ライセンスの再ホストの望ましい方法は、製品ライセンスの登録ポータルを

使用することです。

元のシステムにライセンスがある場合、アップグレードされたシステムではライセンスが必要に

なるまでに 180日の猶予期間があり、アップグレードされたシステムで元のライセンスを再ホス
トする前に、アップグレードされたシステムをテストするための時間をとることができます。再

ホストは http://cisco.com/go/licenseの製品ライセンスの登録ポータルを使用して行うことができま
す（「GLOリクエストフォームのアクセス」を参照）。元のシステムがすでに猶予期間に入って
いる場合、アップグレードされたシステムの猶予期間は、元のシステムで更新した時の猶予期間

と等しくなります。元のシステムにライセンスがないためにロックされている場合、アップグ

レードされたシステムもロックされます。

ライセンス要求を保存

元のシステムのライセンスリクエストを取得します。
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手順

ステップ 1 元のシステムの管理ウィンドウから、[システム]ウィンドウを選択してください。

ステップ 2 [(ライセンスの下)詳細] > [ライセンスの管理]を選択します。

ステップ 3 [ライセンス生成リクエスト]を選択します。

ステップ 4 PCのローカルフォルダに要求を保存します。

再ホストされたライセンスの登録

製品ライセンスの登録ポータルを次の通り使用します。

手順

ステップ 1 （https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart）の製品ライセンスの登録ポータルにログイ
ンします。

ステップ 2 元のシステムのライセンスをフルフィルするために使用した cisco.comアカウントにログインしま
す。

アカウントが利用できない場合、またはログインしてアカウントに関連するライセンスが見つか

らない場合、Ciscoで事例をオープンしてもらってください。(「GLOリクエストフォームのアク
セス」を参照。)

ステップ 3 [転送]メニューから [転送のためのライセンス -開始]の順に選択します。 [ライセンスソースの指
定]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 ライセンスを再ホストしたい場所からシステムの UUIDの横にあるチェックボックスを選択して
ください。たとえば、1.x systemの UUIDです。複数のシステムを持ち、再ホストしたいシステ
ムの UUIDを知らない場合、元のシステムに戻って、ライセンスマネージャーを開始してくださ
い。 [ライセンス]ウィンドウでライセンスストリングの [ファイル名]欄を確認します。たとえ
ば、c8be79aeecaba5922955b53679527463_201311182150051080です。文字列の初めからアンダース
コアまでの文字(_)区切りが UUIDです。

ステップ 5 製品ライセンスの登録ポータルに戻します。

ステップ 6 再ホストするライセンスを選択し、[次へ]を選択します。 [ターゲットおよびオプションの指定]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 ライセンスリクエストをターゲットシステムの [ライセンスリクエスト]フィールドに添付し、[次
へ]を選択します。そのターゲットシステムはライセンスの移動先のシステムです。これがソフ
トウェアアップグレードの場合、そのターゲットはアップグレードしたシステムになります。こ

れがシステム拡張の場合、そのターゲットはより大きなシステムになります。これが災害復旧の

場合、そのターゲットは復旧後のシステムになります。

[レビュー]ウィンドウが表示されます。

ステップ 8 [使用許諾契約書の条件に同意します]チェックボックスを選択し、[送信]をクリックします。
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ライセンスの再ホストを含むメールを送信します。ソフトウェアアップグレードの一部として再

ホストを行う場合、再ホスト( [ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンス
の再ホスト]を参照してください。)および 2.0システムを 1.0ライセンスに更新する必要があるこ
とに注意してください。 [現在の導入で無効なライセンスファイルを使用している]などのエラー
メッセージがアップグレードしたシステムの管理サイトに表示される可能性があります。これは

予期されます。システムが無効になると有効期限日が表示され、メッセージに含まれます。有効

期限日またはシステムが無効になる前にライセンスをアップグレードします。

次の作業

アップグレードしたシステムにインストールされる再ホストされたライセンスは、元のシステム

のライセンスと同じバージョンになります。たとえば、1.Xから 2.0にアップグレードすると、
2.0システムで認識される1.Xライセンスが送信されます。ライセンスがインストールされると、
以下の通りエラーが表示されます。 現在の展開に無効なライセンスファイルが使用されていま

す。この状態が続くと、システムは [mm/dd/yy]で無効になります。これは予期されます。（こ
のメッセージはシステム管理者にもメールで送信される可能性があります。）

ライセンスを再ホストした後、システムの中断されない使用を保証するために、表示される日付

の前にライセンスのアップグレードを完了します。（「LicenseManagerを使用したライセンスの
フルフィル」を参照してください。）

ソフトウェアアップグレード後ライセンスをアップグレードする

ソフトウェアアップグレード後、ライセンスはアップグレードしたシステムの元のシステムから

再ホストされます。（詳細については、「ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後の

ライセンスの再ホスト」を参照してください。）ライセンスが再ホストした後、アップグレード

したシステムで使用するためにアップグレードできます。

eFulfilmentを使用してライセンスをアップグレードする方法:

1 ベンダーから製品認証キー（PAK）コードを取得します。
2 [システム]ウィンドウから、[ライセンス]セクションにある [詳細]>[ライセンスの管理]>[ライ
センス]>[ファイルからライセンスの実行]を選択します。 [ファイルからライセンスの実行]
ウィンドウが表示されます。

3 PAKコードを入力し、[次へ]を選択します。
4 cisco.comアカウント資格情報を使用してログインします。 [ファイルからライセンスの実行]
ウィンドウが表示されます。

5 [インストール]欄をクリックし、インストールするライセンス番号を選択します。
6 インストールするライセンスの番号を示し、[保存]を選択します。ライセンスは PAKから

eFulfillmentの一部としてシステムにインストールされます。

インストールできるライセンスの数はアップグレード PAKからの使用可能なライセンス数に
制限されており、元のシステムから再ホストされたライセンスの数を超えることはできませ

ん。

（注）
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ライセンスファイルからライセンスをアップグレードする方法:

1 cisco.com/go/licenseを使用して Ciscoからライセンスを取得します。
2 [システム]ウィンドウから、[ライセンス]セクションにある [詳細]>[ライセンスの管理]>[ライ
センス]>[ファイルからライセンスの実行]を選択します。 [ライセンスファイルのインストー
ル]ウィンドウが表示されます。

3 ライセンスファイルで参照します。ファイルは [ライセンス]ウィンドウで表示されます。

ライセンスは自動的に更新されます。
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第 II 部

Cisco WebEx Meetings Server 構成ガイド
• ダッシュボードの使用, 121 ページ

• ユーザーの管理, 137 ページ

• システムの設定, 161 ページ

• 設定を行う, 199 ページ

• レポートの管理, 263 ページ

• サポート機能の使用, 271 ページ





第 11 章

ダッシュボードの使用

このモジュールでは、Cisco WebExサーバーのダッシュボードの機能およびその使用方法につい
て説明します。

• ダッシュボードについて, 121 ページ

• 警告の表示と編集, 124 ページ

• リソース履歴の表示, 126 ページ

• ミーティングの傾向を表示する, 127 ページ

• ミーティングリストの表示, 129 ページ

• メンテナンス期間をスケジュールする, 130 ページ

• スケジュール済みメンテナンス期間を変更する, 131 ページ

• メンテナンスモードについて, 132 ページ

• メンテナンスモードをオンまたはオフにする, 135 ページ

ダッシュボードについて

このセクションでは、ダッシュボードにある機能とその使い方について説明しています。ダッ

シュボードは、管理サイトのホームページであり、重要な監視機能のパラメータやグラフをいく

つか提供します。

ダッシュボードには次のセクションが含まれます。

•システムモニタリング -システムの状態とタイムスタンプを表示します。

◦ミーティングとユーザー -進行中のミーティングと使用の状況。現在進行中のミーティ
ングの数とミーティングに参加中のユーザーの数（使用回数）を表示します。 LEDの
状況が、進行中のミーティングと使用回数は設定した警告しきい値よりも低いか高いか

を示します。 LEDの状況が緑であればしきい値よりも低く、赤であればしきい値より
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高いことを示します。アラーム設定の詳細については、警告の表示と編集, （124ペー
ジ）を参照してください。

◦警告アイコン -構成した警告しきい値の設定を表示または編集するには警告アイコンを
選択してください。警告しきい値は [警告]ページに数値形式で表示されます。デフォ
ルトで、警告しきい値はパーセンテージで表示されます。アラーム設定の詳細について

は、警告の表示と編集, （124ページ）を参照してください。

次の警告を設定できます:

◦進行中のミーティング -現在のミーティングで問題が発生すると表示します。

◦使用 -現在システムを使用している合計ユーザー数。

◦ CPU -システム上にあるすべての仮想マシンの中で最も高い CPU使用率を持つ仮
想マシンの CPU使用率。

◦メモリ -最も高いメモリ使用率を持つ 1つの仮想マシンによるおおよそのメモリ使
用率。

LEDが短い時間、赤になった場合でも、システムが重大な状態に陥ったり、
すぐに対処しなければならないということを示すわけではありません。高い

メモリ使用率は、他のシステムパフォーマンスに問題があることを示す場合

があります。メモリ使用率が長期間90%を超える場合、vCenterメモリ使用率
と CPU統計を確認することを推奨します。それらの統計が範囲を超える場
合、システムの負荷を減らすように変更することを考慮します。

（注）

◦ネットワーク -使用されている全システム帯域幅。

◦ストレージ -使用されている録画とデータベースのバックアップストレージスペー
ス。

ストレージサーバーが構成されている場合、ストレージ警告が表示されます。

詳細については、ストレージサーバーの設定, （174ページ）を参照してくだ
さい。

（注）

ストレージ使用量がしきい値を超える場合、ミーティングの録画は無効にな

ります。

（注）

◦ CPU、メモリー、ネットワーク、およびストレージ -実際に使用されたリソースの割合
と数量、および各リソースの状況を示す LEDを表示します。 LEDの状況が緑であれば
しきい値よりも低く、赤であればしきい値より高いことを示します。アラーム設定の詳

細については、警告の表示と編集, （124ページ）を参照してください。
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CPU、メモリー、ネットワーク、またはストレージリンクを選択して [リソース履歴]
ページ、または [ストレージ履歴]ページにアクセスしてください。

•ミーティングの傾向グラフおよびミーティングリスト -特定期間にシステム上で開催される
ミーティング数のグラフ。 [開始]および [終了]フィールドを使用して、ミーティングの傾向
の情報、およびミーティングリストに表示されるミーティングの期間を設定します。ミー

ティングの傾向グラフの1つのポイントを選択して、グラフで指定された時間スロット中に
開催されたミーティングをミーティングリストに表示されます。特定の日時に開催された

ミーティングを表示するには、マウスをグラフ上に移動し、希望時刻を選択します。ミー

ティングリストには選択した期間に開催されたミーティングの合計数、ミーティングの議

題、主催者、参加人数、およびミーティングの状況が表示されます。ミーティングリストの

各情報欄を並べ替えることができます。ミーティングは以下の通り、状況によって順番に表

示されます。進行中、終了、未開始。

•メンテナンス -メンテナンス期間をスケジュールしてシステムを構成するか設定を変更し、
メンテナンスモードをオン、またはオフにします。詳細については、メンテナンス期間をス

ケジュールする, （130ページ）およびメンテナンスモードについて, （132ページ）をご覧
ください。

•最後のシステムバックアップ -最後にバックアップが行われた日時、ファイル名、サイズ、
バックアップの場所、および次回のバックアップの日時。また、バックアップが未だ作成さ

れていない場合は、バックアップが失敗したかどうか、および最初のバックアップ試行の日

時も知らせます。

ストレージサーバーが構成されている場合にのみ表示されます。（注）

•システム -ミーティングに同時に参加できる最大ユーザー数、バージョン番号、製品URL、
高可用性システムの場合にパブリックアクセスが可能かどうか、およびユーザーライセンス

数を表示します。 Cisco WebExサーバーの無料トライアル版をお使いで、トライアル期間が
残り 30日以下の場合、このセクションはトライアル期間が終了するまで、あと何日残って
いるかも表示します。 [詳細]を選択してに移動します。システムの設定, （161ページ）

•ユーザー -アクティブユーザーの合計人数、ディレクトリ統合が行われるかどうか、次に同
期が行われる時間（設定されている場合）、そして認証のタイプを表示します。 [詳細]を選
択してに移動します。ユーザーの編集, （145ページ）

•設定 -各ミーティングに参加可能な最大参加者数、音声タイプ、および有効なWebEx HQビ
デオの有無を表示します。 [詳細]を選択してに移動します。設定を行う, （199ページ）

関連トピック

リソース履歴の表示, （126ページ）

[進行中のミーティング]チャートを使用したミーティング問題への対処, （126ページ）

メンテナンス期間をスケジュールする, （130ページ）
メンテナンスモードをオンまたはオフにする, （135ページ）
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警告の表示と編集

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ダッシュボード >警告]の順に選択します。
現在の警告しきい値を表示する [警告]ページが現れます。

ステップ 3 [編集]を選択します。
[警告の編集]ページが表示されます。 [パーセンテージ %]を選択すると警告しきい値が割合で表
示され、[番号]を選択すると警告しきい値が番号で表示されます。デフォルトの設定はパーセン
テージ%です。

ステップ 4 有効にする警告のチェックボックスを選択して、有効にした警告の表示間隔を選択します。

説明オプション

進行中のミーティングのしきい値が表示されます。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、2～99の数値を入力します。

デフォルト： 1時間の間隔で選択されています。

進行中のミー

ティング

現在のシステムしきい値を表示します。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、ユーザーの数を入力します。

デフォルト： 12時間の間隔で選択されています。

使用状況

現在の CPUしきい値をMH で表示します。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、MHzの数を入力します。

デフォルト：選択されていません。インターバルは、1時間です。

CPU
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説明オプション

現在のメモリしきい値を GBで表示します。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、GBの数を入力します。

デフォルト：選択されていません。インターバルは、1時間です。

メモリゲージは、最も高いメモリ使用率を持つ1つの仮想マシンによる
おおよそのメモリ使用率を表示します。ゲージが短期間で赤いゾーン

になった場合でも、システムが重大な状態に陥ったり、すぐに対処しな

ければならないということを示すわけではありません。高いメモリ使

用率は、対処する必要があるその他のシステムパフォーマンスの問題が

あることを示すインジケーターである場合があります。メモリ使用率

が長期間 90%を超える場合、vCenterメモリ使用率と CPU統計を確認
することを推奨します。それらの統計が範囲を超える場合、システム

の負荷を減らすように変更することを考慮します。

（注）

メモリ

現在のネットワーク帯域幅しきい値をMbpsで表示します。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、Mbpsの数を入力します。

デフォルト：選択されていません。インターバルは、1時間です。

ネットワーク

現在のストレージしきい値をGBで表示します。最大ストレージしきい値（合計
容量-録画バッファサイズ）は、最小の録画サイズを1GB、小を5GB、中を16GB、
大を 40GBとして算出します。

• [パーセンテージ ]に設定すると、選択バーが2～99の間で動かせるようにな
ります。

• [番号#]に設定すると、GBの数を入力します。

デフォルト：選択されていません。インターバルは、1時間です。

このセクションは、ストレージサーバーを構成している場合のみ表示さ

れます。詳細については、ストレージサーバーの設定, （174ページ）
を参照してください。

（注）

保存容量

警告がしきい値を超えると、管理者にメールが送信されます。間隔は、指定した期間内に同じ問

題についての大量のメールを送信しないように、複数の警告を回避しています。各警告は以下の

いずれかの間隔で設定します。

• 1時間
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• 6時間

• 12時間

• 24時間

ステップ 5 [保存]を選択します。
警告設定が保存され、[警告]ページの内容が更新されます。

リソース履歴の表示

リソース履歴には、お使いのシステムに設定されている各警告の詳細グラフが含まれています。

システムステータス、ミーティング、参加者、ストレージの現在の値は、右側に表示されます。

構成可能な警告に関する詳細については、「警告の表示と編集」を参照してください。

リソース履歴は、警告 CPU、メモリ、またはネットワークリンク（[ダッシュボード]ウィンドウ
上）を選択すれば表示されます。たとえば、[CPU]のリンクを選択すると [リソース履歴]ウィン
ドウが表示されます。

ストレージサーバーを設定していれば、[ストレージ]のリンク（[ダッシュボード]ウィンドウ上）
を選択することで、ストレージ履歴を見ることができます。 [ストレージ履歴]ページではストレー
ジサーバー上の使用容量が表示されます。また、過去 6か月に使用されたストレージスペースを
示すグラフが表示されます。マウスカーソルを青色で示された使用量グラフに合わせると、過去

6か月内における特定日時の使用容量の割合が表示されます。

[進行中のミーティング] チャートを使用したミーティング問題への対処
ミーティングに問題があったことを示すメールを受信したら、以下の手順で原因を判別してくだ

さい。

手順

ステップ 1 受信したミーティングの問題に関するメールのリンクを選択します。

ステップ 2 管理サイトにサインインします。

ステップ 3 ダッシュボード上で、[CPU]、[メモリ]、[ネットワーク]のリンクを選択します。
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リソース履歴が表示されます。

ステップ 4 リソースグラフの右側に表示されているサイドパネル上の [進行中のミーティング]のリンクを選
択します。

ステップ 5 [ビュー]オプションまたはカレンダーアイコンを選択して、特定期間のミーティングを表示させ
ることもできます。

ステップ 6 [今後のミーティングを表示する]チェックボックスを選択することで、今後予定されているミー
ティングを [ミーティング]一覧に表示させることもできます。

ステップ 7 [参加者]または [ミーティング]グラフ上のデータポイントをクリックすると、ミーティングの情
報が表示されます。

表に示された詳細な情報を使用して、受信したメールに記載されている問題の原因を判別してく

ださい。ミーティング一覧には選択したデータポイントに対応するミーティングの詳細が表示さ

れます。パフォーマンス上の問題があるミーティングが [ステータス]列に赤色または黄色で表示
されます。

テーブル上の検索フィールドに条件を入力し、ミーティングリストを抽出します。キー列のヘッ

ダーをクリックすることで、ミーティング一覧をソートできます。

ステップ 8 現在のシステムの状態は、ページ右側の欄に表示されます。ダッシュボードに戻るには、このラ

インを選択します。

システムのステータスには以下があります。

•良好:システムのすべてのサービスが稼働している

•ダウン:システムのすべてのサービスが実行されていません。サポートをご希望の場合は、
Ciscoテクニカルアシスタンスセンター（TAC）にお問い合わせください。詳細については、
サポート機能の使用をご覧ください。

ステップ 9 右側のアラーム状態ボックスを選択して、警告のリソース履歴を表示します。詳細については、

「リソース履歴の表示」をご覧ください。

ステップ 10 ストレージサーバーが設定されている場合、ストレージスペースの合計がページ右の列に表示さ

れます。詳細に関しては警告の表示と編集, （124ページ）を参照してください。

ミーティングの傾向を表示する

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ダッシュボード]を選択します。

ステップ 3 上記の [ミーティングの傾向]グラフは [差出人]および [宛先]日時を選択してトレンド期間を設定
します。
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•午前零時前に予定され、翌日まで及ぶミーティングは、ミーティング開始日でグラフに表示
されます。

•システム障害でミーティングが断線し、再接続された場合は、ミーティングの傾向グラフで
は2回カウントされます。

• 1か月と 6か月のビューに対するミーティングの傾向データは、グリニッジ標準時間 (GMT)
に基づいています。そのため、24時間以上は正確に表示されません。例えば、指定期間中
に200回のミーティングを主催したとします。データベースは、現地時間ではなく、GMTに
基づいてミーティング回数を記録します。 1日と 1週間のビューに対するミーティングの傾
向データは、ユーザーの時間帯に基づいています。

•緑のトラックは進行中または終了したミーティングを示します。今後のミーティングは黄で
表示されます。

•選択された時間の範囲が 24時間の場合、終了したミーティングまたは進行中のミーティン
グのデータポイントは 5分間隔で、将来のミーティングは 1時間間隔になります。

•選択された時間の範囲が 1日より長く 1週間より短いか等しい場合、終了したミーティン
グ、進行中のミーティングまたは今後のミーティングのデータポイントは 1時間間隔です。

•選択された時間の範囲が 1週間より長い場合、終了したミーティング、進行中のミーティン
グまたは今後のミーティングのデータポイントは 1日間隔です。

[ミーティングの傾向]グラフは、選択された期間中に開催されたミーティングの合計数を示しま
す。グラフの下の [ミーティング]リストは、選択されたトレンド期間中のすべてのミーティング
を一覧表示します。

いくつかのミーティングの傾向エントリは、同じ名前があるため重複して表示される可

能性があります。エントリはミーティングが開始されるときに毎回作成されます。そ

のため、ミーティングが開始、中断、再開する場合、同じミーティング名をもつ複数の

複数エントリが表示されます。

（注）

ステップ 4 特定の時間に開催されたミーティングのリストを閲覧するには以下の通りです。

a) [ミーティングの傾向]グラフの特定の場所をクリックして、グラフの下の [ミーティング]リス
トで選択された時間の 5分以内に開催されたミーティングを一覧表示します。詳細について
は、ミーティングリストの表示, （129ページ）を参照してください。

b) [開始]および [終了]フィールドの下のグラフ記号を選択して、開始から終了までの期間に開催
されたミーティングの日時のリストを表示します。次に、ドロップダウンメニューから日付を

選択します。

ドロップダウンメニューに表示されるデータポイントはグラフに表示されるものと

同一です。それらは主にキーボードと読み上げソフトを使用するユーザーにとって

アクセスしやすくなっています。

（注）

マウスをグラフ上に移動すると、そのときに開催されたミーティングの合計数が表

示されます。

（注）
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ミーティングリストの表示

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ダッシュボード]を選択します。

ステップ 3 上記のミーティングの傾向グラフは [開始]および [終了]日時を選択することによりトレンド期間
を設定します。詳細については、ミーティングの傾向を表示する,（127ページ）を参照してくだ
さい。

（注） •デフォルトにより、ミーティングリストは24時間内のミーティングを表示します。

•スケジュールされた時間に開始しないスケジュール済みミーティングは、ミーティ
ングの傾向グラフまたはミーティングリストに含まれません。

ミーティングリストはミーティングの合計数を表示し、選択したトレンド期間中にスケジュール

された、進行中の、または終了したすべてのミーティングを一覧表示します。ミーティングは以

下の通り状況に従って順に表示されます。進行中、終了、未開始。ミーティングリストに表示さ

れる情報は以下の通りです。

•トレンドグラフに選択される時間の範囲

•ミーティングの議題

•主催者

•参加者数

•ミーティングの状況は以下の通りです。進行中、終了、未開始。

[進行中]または [終了]したミーティングの状況を [良] [可] [不良]として示すために、最
初の欄にLEDでそれぞれ緑、黄、赤で表示します。ミーティング中の音声/ビデオの遅
延またはジッターの発生を示す可（黄）は、マイナーしきい値に達しているので、原因

を特定するための監視および調査が必要です。ミーティング中の音声/ビデオの遅延ま
たはジッターの発生を示す不良（赤）は、メジャーしきい値に達しているので、管理者

は支援を得るために Ciscoテクニカルアシスタンスグループ（TAC）に連絡する必要が
あります。

（注）

ステップ 4 オプションで列見出しを選択してミーティングを並べ替えます。

ステップ 5 ページ付け機能を使用して次または前のページを閲覧します。

（注） •各ページに最大 10のミーティングが表示されます。

•トレンド期間に表示する最大合計ミーティング数は 125です。与えられた期間に
多数のミーティングがある場合、トレンド期間を短期間に分割します。

•ミーティングリストにエントリしている重複ミーティングを見る可能性がありま
す。ミーティングエントリはミーティングが開始されるときに毎回作成されます。

そのため、ミーティングが開始、中断、再開する場合、同じ名前をもつ複数のミー

ティングエントリがある場合は、それがリストに表示されます。
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メンテナンス期間をスケジュールする

システムメンテナンスを実施する前に、メンテナンス期間をスケジュールする必要があります。

メンテナンス時間中の制限は、ユーザーがメンテナンス時間と重なる時間にミーティングをスケ

ジュールできないということだけです。たとえば、管理者がミーティングが予定されていない時

間、つまり、5:00 a.m.～ 6:00 a.m.など、1時間、システムをメンテナンスのためにダウンさせた
い場合などです。ミーティングが予定されている場合、管理者は各ミーティングの主催者に連絡

し、ミーティング時間中にメンテナンス期間が予定されていることを伝える必要があります。メ

ンテナンス期間が設定されると、ユーザーはその時間中にミーティングをスケジュールできませ

ん。ただし、[今すぐミーティング]機能を使用して、ワンクリックミーティングを開始できます。

メンテナンスモードがオンになると、進行中のミーティングはすべて終了し、[今すぐミーティン
グ]機能は使用できなくなります。システムに必要な変更を加えるのに約 2時間かかると判断し
たとします。実行する必要があるタスクの1つは新しい認証機関（CA）証明書をアップロードす
ることです。このとき、メンテナンスモードをオフにした後にシステムをリブートする必要があ

ります。システムのメンテナンス時間を午前 4:00前後に設定します。開始時間を 04/15/2014 3:30
a.mに、継続時間を 3時間に指定して、メンテナンス期間をスケジュールします。 30分。これ
は、メンテナンスは午前 3:30（管理者がシステムメンテナンスを開始することにした時間の前の
30分間ですべてのミーティングを終了させ、また、この時間にミーティングはスケジュールでき
ません）から始まり、午前 7:00に完了することを意味します。この余分な時間は、メンテナンス
モードがオンになった後に実行されるリブート後にシステムが機能するための時間であり、ユー

ザーがミーティングをスケジュールまたは主催できるようになる前に、管理者が 1つ以上のイン
スタントミーティングを開始して、修正した設定をテストするための時間です。

一部のシステムメンテナンスタスクではメンテナンスモードをオンにする必要はありませんが、

システムをメンテナンスモードにする必要がないタスクはメンテナンスモードをオンにした後で

再起動またはリブートを完了するために、さらに時間がかかることを覚えておいてください。シ

ステムの再起動は数分しかかかりませんが（約 3～ 5分）、リブートには約 30分かかります。
メンテナンス期間をスケジュールするときは、システムが完全に機能できるようになるために必

要なこの余分な時間を考慮することを忘れないでください。詳細に関してはメンテナンスモード

をオンまたはオフにする, （135ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスをスケジュールする]を選択します。
[メンテナンスをスケジュールする]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 カレンダーツールと時間ドロップダウンメニューを使用して、メンテナンス期間の日付と開始時

間を選択します。

ステップ 4 時間と分を指定して、メンテナンス期間を入力します。

ステップ 5 [スケジュール]を選択します。
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スケジュールされたメンテナンス期間の日付、開始時間、期間が [メンテナンス]ペインに表示さ
れます。

メンテナンスウィンドウが開始されると、メンテナンス期間中にユーザーがミーティ

ングをスケジュールしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

（注）

次の作業

•メンテナンスモードの詳細については、「メンテナンスモードをオンまたはオフにする」を
参照してください。

•システムメンテナンスに関してユーザーに通知することについて詳細は、「ユーザーにメー
ル送信する」を参照してください。

スケジュール済みメンテナンス期間を変更する

メンテナンス期間をスケジュールした後であれば、日時の変更または削除ができます。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ダッシュボード]を選択します。

ステップ 3 システムメンテナンス日時の表示を選択します。

ステップ 4 [メンテナンス期間をスケジュールする]で、以下のことができます。

•別の開始日時を入力します。

•継続時間と分を変更します。

• [削除]を選択し、メンテナンス期間を削除します。

システムメンテナンスが早く終了する場合、継続時間を減らすか、[メンテナンス期間
をスケジュールする]の [削除]を選択できます。

（注）

次の作業

システムのプロパティを修正する前にメンテナンスモードをオンにすることを忘れないでくださ

い。メンテナンスモードをオンにする必要がないシステムプロパティの情報については、メンテ

ナンスモードについて, （132ページ）を参照してください。
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メンテナンスモードについて

設定を変更する場合、システムをメンテナンスモードにしなければならないことがよくあります。

メンテナンスモードでは、会議活動がシャットダウンされるため、ユーザーが利用できない時間

を最小限にするため慎重にメンテナンス期間を設定する必要があります。メンテナンスモードを

オンにする前に、メンテナンス期間をスケジュールすることをお勧めしますが、必須ではありま

せん。いつでもメンテナンスモードをオンにできます。 [メンテナンスモードをオンにする]ボタ
ンが [ダッシュボード]ページにあります。

システムのメンテナンスを実行したいときを定義後、[メンテナンスをスケジュールする]機能
（[ダッシュボード]ページ上）を使用して、メンテナンス期間をスケジュールします。詳細につ
いてはメンテナンス期間をスケジュールする,（130ページ）を参照してください。その後、[ユー
ザーにメール送信]機能を使用して、メンテナンス中はミーティングを主催または参加することが
できないことを事前に通知してください。詳細については、ユーザーにメール送信する, （159
ページ）を参照してください。

メンテナンスモードがオンになると、以下のようになります。

•現在進行中のミーティングが終了します。

•ユーザーは新しいミーティングをスケジュールまたは主催できません。

•ユーザーはウェヴページ、Microsoft Outlookプラグイン、またはモバイルアプリケーション
からWebExにサインインできません。

•システムから引き続きユーザーおよび管理者に自動的で通知メールが送信されます。

以下の表を使用して、メンテナンスモードをオンにする必要があるタスクと、メンテナンスモー

ドをオフにした後にシステムが実行するアクションを確認してください。まずメンテナンスモー

ドをオンにせずに、これらのタスクを実行しようとすると、リマインダーメッセージが表示され

ます。

メンテナンスモードを

オフにした後のシステ

ムリブートまたは再起

動

必要なメンテ

ナンスモード

参照タスク

再起動Y高可用性システムの設定,
（162ページ）

高可用性のシステムの追加

および削除

再起動Yシステムにパブリックアク

セスを追加する,（167ペー
ジ）およびパブリックアク

セスの削除,（169ページ）

インターネットリバースプ

ロキシの導入または削除に

よるパブリックアクセスの

追加および削除。

再起動Y会社情報の設定,（200ペー
ジ）

システムのデフォルト言語

を変更します
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メンテナンスモードを

オフにした後のシステ

ムリブートまたは再起

動

必要なメンテ

ナンスモード

参照タスク

再起動Yサイトの設定を変更する,
（171ページ）

ホストまたは管理アカウン

トの URLの変更

該当せずNメールサーバーを構成する,
（173ページ）

メールサーバーの変更

再起動Y仮想 IPアドレスを変更す
る, （167ページ）

仮想 IPアドレスの変更

該当せずNブランドの設定,（201ペー
ジ）

ブランド設定の変更および

変更

再起動Y音声設定の構成について,
（205ページ）

音声設定の多くを構成およ

び変更します。

該当せずN音声設定を設定する, （207
ページ）

コールインアクセス番号、

表示名、発信者ID音声設定
の構成および変更

該当せずNサービスの質（WoS）の設
定, （211ページ）

サービス品質の設定および

変更

再起動YSNMPの設定, （179ペー
ジ）

SNMP設定の実施および変
更

再起動またはリブート

（システムによって異

なる）

Y証明書の管理, （243ペー
ジ）

証明書の設定

再起動Y災害復旧機能の使用, （176
ページ）

災害復旧の設定

再起動YFIPS対応暗号化を有効にす
る, （261ページ）

FIPS対応暗号化の設定

再起動Yストレージサーバーの設定,
（174ページ）

ストレージサーバーの設定

再起動Y仮想マシンのセキュリティ

の設定, （259ページ）
仮想マシンのセキュリティ

の設定
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メンテナンスモードを

オフにした後のシステ

ムリブートまたは再起

動

必要なメンテ

ナンスモード

参照タスク

再起動Yシステムサイズを拡張する,
（170ページ）

システムサイズの拡張

再起動Yシステムの更新,（101ペー
ジ）

小さなアップグレード、大

きなアップグレード、シス

テムの拡張の実行

再起動Y証明書の管理, （243ペー
ジ）

共有キーの更新

再起動Yシステムリソーステストの

使用, （274ページ）
システムリソーステストの

使用

各仮想マシンにはいつメンテナンスモードであるか示すためのコンソールウィンドウがあります。

コンソールウィンドウはvCenterインベントリバー（ナビゲーション用）から開けます。コンソー
ルウィンドウはシステムのURLシステムの種類（プライマリ、高可用性、パブリックアクセス）、
展開の種類（50、250、800、2000ユーザーシステム）、メンテナンスモードのオンまたはオフと
状態変更した日時等の現在のシステムの状態を表示します。表示時間は会社情報設定に設定され

ています。詳細については、会社情報の設定, （200ページ）を参照してください。

システムメンテナンスタスクの完了

システム設定の修正が終了したら、メンテナンスモードをオフにできます。実行するタスクに応

じて、システムは次のことを行います。

•メンテナンスモードが更新に必要ないため、操作が迅速になります。

•実施した変更にはシステムの再起動が必要で、数分かかることを示すメッセージが表示され
ます。

•実施した変更にはシステムのリブートが必要で、システムのサイズによっては約 30分かか
るというメッセージが表示されます。

システムの再起動には数分かかりますが、システムのリブートには最大で30分かかることがあり
ます。その間、会議の活動は利用できません。どのアクションが必要であるかが判別され、メン

テナンスモードをオフにしたときに適切なメッセージが表示されます。

メンテナンスモードがオフのとき、[ダッシュボード]ページが最新表示されます。 [システムプロ
パティ]ページに記載された仮想マシンすべての表示が「良好（緑色）」のとき、ユーザーはシス
テム上で会議を開始できます。詳細については、メンテナンスモードをオンまたはオフにする,
（135ページ）を参照してください。
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メンテナンスモードがオフになっているのにスケジュール済みメンテナンス期間がまだアクティ

ブな場合、ユーザーは以前スケジュールしたミーティングを主催し出席できますが、メンテナン

ス期間が終了するまで新たにミーティングをスケジュールできません。

システムのアップグレードのためにメンテナンスモードをオンまたはオフにする

システムを手動で Cisco WebEx Meetings Server Release 1.xから Release 2.0にアップグレードする
場合、アップグレードされたシステムに仮想マシンが展開された後で、メンテナンスモードをオ

ンにする時間にメッセージが表示されます。手動でメンテナンスモードをオンにする必要があり

ます。

自動的なアップグレードを選択した場合、メンテナンスモードは適切なときに自動的にオンにな

り、オンになったことを示すメッセージが表示されます。

手動または自動アップグレード処理が完了したら、アップグレードされた Cisco WebEx Meetings
Server Release 2.0のメンテナンスモードを手動でオフにします。ミーティングサービスが利用で
きるようになるまで数分かかることがあります。

関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする, （130ページ）
メンテナンスモードをオンまたはオフにする, （135ページ）

メンテナンスモードをオンまたはオフにする

システム設定を修正する前に、メンテナンス期間をスケジュールして、スケジュールされたシス

テムメンテナンス時間についてユーザーに通知する必要があります。詳細についてはメンテナン

ス期間をスケジュールする, （130ページ）を参照してください。

メンテナンスモードをオンにしているときには、ユーザーはミーティングをスケジュール、主

催、出席できません。現在進行中のミーティングが終了します。

（注）

はじめる前に

メンテナンスモードをオンにすると、会議活動が停止し、ユーザーはWebExにサインインできな
くなり、ミーティングのスケジュールまたは参加ができなくなり、ミーティングの録画再生がで

きなくなります。メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動（約 3～5分かかりま
す）するかリブート（約 30分かかります）するか判断し、適切なメッセージを表示します。メ
ンテナンスモードをオンにする必要がないシステムタスクの情報については、メンテナンスモー

ドについてを参照してください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。
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[メンテナンスモードをオンにする]ダイアログが表示されます。メンテナンスモードがオンになっ
ている間にシステムの状況について読み取るようにしてください。

ステップ 3 システムメンテナンスを開始する準備ができたら、[続行]を選択します。
システムがメンテナンスモードになっていることを示すメッセージが表示されます。 [メンテナン
スモードをオフにする]ボタンが表示されます。

ステップ 4 （オプション）仮想マシンをバックアップします。

ステップ 5 システムの構成を完了した時に、[メンテナンスモードをオフにする]を選択します。
変更したシステムのプロパティに応じて、ユーザーがサインインして、会議の活動をぞっくする

まで数分、または約 30分かかることがあります。

ステップ 6 (任意）システムが完全に稼働しているかどうか確認するには、[ダッシュボード] > [システム] >
[詳細]（システムセクション内）の順に選択します。
会議活動は表示されている仮想マシンすべてのステータスが良好（緑）のときに再開できます。

次の作業

メンテナンスモードをオフにした後にスケジュールしたメンテナンス期間がまだ有効であり、シ

ステムが再起動またはリブートを完了した場合は、ユーザーは [今すぐミーティング]（ミーティ
ングページ内）を選択してワンクリックミーティングを開始できます。『ユーザーガイド』（http:/
/www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_maintain_and_operate.html）の「ワンク
リックミーティングを開始する」をご覧ください。
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第 12 章

ユーザーの管理

このセクションでは、システムのユーザーを管理する方法について説明します。

• ユーザーの管理について, 137 ページ

• コンマおよびタブ区切りファイルについて, 138 ページ

• ユーザーを追加する, 145 ページ

• ユーザーの編集, 145 ページ

• ユーザーを有効にする, 146 ページ

• ユーザーを無効にする, 146 ページ

• インポート機能を使用してユーザーを無効にする, 147 ページ

• ユーザーのインポート, 147 ページ

• ユーザーのエクスポート, 148 ページ

• エクスポートしたファイルを使用して新しいシステムにユーザーをインポートする, 148ペー
ジ

• トラッキングコードの設定, 149 ページ

• ディレクトリ統合の設定, 151 ページ

• ユーザーグループの同期, 156 ページ

• CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同期の設定, 157 ページ

• CUCMを使った LDAP統合と認証の設定, 158 ページ

• ユーザーにメール送信する, 159 ページ

ユーザーの管理について

ユーザーは個別に追加する、またはコンマまたはタブ区切りファイルに保存されているユーザー

リストをインポートすることができます。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
137



ユーザーアカウントは追加および無効化できますが、削除はできません。無効化は、ユーザーを

非アクティブにし、必要に応じてユーザーを再び有効化することができます。無効化されたユー

ザーアカウントは、無効化する前にアクセスしたミーティング、レコーティング、その他のデー

タにアクセスできます。

システムは、最大40万ユーザーアカウントをライフタイムサポートします。この数値には、アク
ティブおよび非アクティブのユーザーアカウントが含まれます。この最大数は、ユーザーデータ

ベースの予測成長に対応できる数値です。

システムへの不正なアクセスを防止するため、組織に属さなくなったユーザーは必ず無効化して

ください。ユーザーの無効化は以下の方法で行います。

•システムがフェデレーション SSOを使用していない場合は、ユーザーを個別に無効化する
か、無効化する各ユーザーの ACTIVEフィールドを Nに設定したコンマまたはタブ区切り
ファイルをインポートして無効化します。詳細については、ユーザーを無効にする, （146
ページ）およびコンマおよびタブ区切りファイルについて,（138ページ）をご覧ください。

•システムがフェデレーション SSOを使用している場合は、SAML 2.0 iDPの企業ディレクト
リからユーザーを削除して無効化しなければなりません。この手順は、この製品では実施で

きません。

•パスワード設定機能を使用して、指定した期間後にユーザーを無効化します。詳細について
は、パスワードの全般設定, （214ページ）を参照してください。

コンマおよびタブ区切りファイルについて

Microsoft Excel等のスプレッドシートを使ってユーザーデータを整理するには、スプレッドシー
トをコンマまたはタブ区切り（CSV）ファイル形式で保存またはエクスポートします。ご使用の
システムでは、UCSTransformationFormat-8 bit（UTF-8）をサポートしています。ファイルに入力
できる文字は、UTF-8で指定されている文字に限られます。ファイルに ASCII以外の文字が含ま
れている場合、Unicodeのコンマ区切りまたはタブ区切りを使用していることを確認してくださ
い。

コンマまたはタブ区切りファイルをインポートするには、テーブルにリストされている全フィー

ルドが必要です。フィールド値は空欄であることがあります。フィールドが設定されていない場

合は、エラーメッセージが表示されます。例:ファイル形式が正しくありません。 Custom10が必
要です。

最大 10のトラッキングコードグループまで定義できます。トラッキングコードグループは一意
である必要があり、事前定義されたフィールド名（USERID、ACTIVE、 FIRSTNAME、
LASTNAME、EMAIL、LANGUAGE、HOSTPRIVILEGE、TIMEZONE）は使用できません。
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値のサイズとタイプ説明フィールド名

英数字 1～ 19文字ユーザー ID：

このフィールドはシ

ステムによって自動

的に生成されるた

め、CSVファイルを
インポートする場合

は空白にしておく必

要があります。

（注）

USERID

Yまたは Nこのユーザーがアクティブであ

るかどうか。

ACTIVE

文字列 1～ 32文字ユーザーの名。FIRSTNAME

文字列 1～ 32文字ユーザーの姓。LASTNAME

英数字文字列 1～ 192文字ユーザーのメールアドレス。EMAIL

文字列 1～ 64文字ユーザーの言語。詳細につい

ては、「CSVファイルフィー
ルド値」を参照してください。

言語

ADMNまたは HOST主催者の権限。HOSTPRIVILEGE

タイムゾーン名ユーザーの所在地のタイムゾー

ン。詳細については、「CSV
ファイルフィールド値」を参照

してください。

タイムゾーン名

文字列 1～ 128文字ユーザーの部門。トラッキン

グコードグループ 1用。この
フィールドの値は、[トラッキ
ングコード]ページで設定でき
ます。詳細については、「ト

ラッキングコードの設定」を参

照してください。

DIVISION

文字列 1～ 128文字ユーザーの部署。トラッキン

グコードグループ 2用。この
フィールドの値は、[トラッキ
ングコード]ページで設定でき
ます。詳細については、「ト

ラッキングコードの設定」を参

照してください。

DEPARTMENT
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値のサイズとタイプ説明フィールド名

文字列 1～ 128文字ユーザーのプロジェクト。ト

ラッキングコードグループ 3
用。このフィールドの値は、[ト
ラッキングコード]ページで設
定できます。詳細については、

「トラッキングコードの設定」

を参照してください。

PROJECT

文字列 1～ 128文字その他の情報。トラッキング

コードグループ 4用。この
フィールドの値は、[トラッキ
ングコード]ページで設定でき
ます。詳細については、「ト

ラッキングコードの設定」を参

照してください。

OTHER

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 5。CUSTOM5

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 6。CUSTOM6

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 7。CUSTOM7

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 8。CUSTOM8

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 9。CUSTOM9

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 10。CUSTOM10

CSV ファイルフィールド値

フィールド値言語

以下は CSVファイルで使える国コードの値の例です。

言語フィールド値

米国英語ja-jp

簡体字中国語zh-cn

繁体字中国語zh-tw

日本語JP

韓国語KO

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
140

コンマおよびタブ区切りファイルについて



言語フィールド値

フランス語FR

ドイツ語DE

イタリア語IT

カスティリャ系スペイン語es-me

ラテンアメリカ系スペイン語ES

オランダ語NL

ポルトガル語pt-br

ロシア語RU

タイムゾーンフィールド値

以下は CSVファイルに設定できるタイムゾーンフィールドの値です。

GMTフィールド値

-12時間マーシャル諸島

-11時間サモア

-10時間ホノルル

-9時間アンカレッジ

-8時間サンフランシスコ

-8時間ティファナ

-7時間アリゾナ

-7時間デンバー

-7時間チワワ

-6時間シカゴ

-6時間メキシコシティ

-6時間サスカチュワン
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GMTフィールド値

-6時間テグシガルパ

-5時間ボゴタ

-5時間パナマ共和国

-5時間ニューヨーク

-5時間インディアナ

-4.5時間カラカス

-4時間サンディエゴ

-4時間ハリファックス

-3.5時間ニューファンドランド

-3時間ブラジリア

-3時間ブエノスアイレス

-3時間レシフェ

-3時間ヌーク

-2時間中部大西洋

-1時間アゾレス諸島

0時間レイキャビク

0時間ロンドン

0時間カサブランカ

1時間西アフリカ

1時間アムステルダム

1時間ベルリン

1時間マドリード

1時間パリ
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GMTフィールド値

1時間ローマ

1時間ストックホルム

2時間アテネ

2時間カイロ

2時間プレトリア

2時間ヘルシンキ

2時間テルアビブ

2時間アンマン

2時間イスタンブール

3時間リヤド

3時間ナイロビ

3.5時間テヘラン

4時間モスクワ

4時間アブダビ

4時間バクー

4.5時間カブール

5時間イスラマバード

5.5時間ムンバイ

5.5時間コロンボ

6時間エカテリンブルグ

6時間アルマトイ

6.75時間カトマンズ

7時間バンコク
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GMTフィールド値

8時間北京

8時間パース

8時間シンガポール

8時間台北

8時間クアラルンプール

9時間東京

9時間ソウル

9.5時間アデレード

9.5時間ダーウィン

10時間ヤクーツク

10時間ブリスベン

10時間シドニー

10時間グアム

10時間ホバート

11時間ウラジオストク

11時間ソロモン諸島

12時間ウェリントン

12時間フィージー
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ユーザーを追加する

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーの追加]の順に選択します。

ステップ 3 アカウントの種類 (主催者または管理者)を選択します。

ステップ 4 フィールドにユーザーの情報を入力します。 *のついたフィールドは必修項目です。

ステップ 5 [保存]を選択します。
CiscoWebExMeetings Serverはユーザーに対して、[パスワードを作成]のリンクをメールで送信し
ます。ユーザーはWebExサイトにサインインするためにパスワードを作成する必要があります。

[パスワードを作成]のリンクは 72時間後まで有効で
す。

（注）

ユーザーの編集

ユーザー編集機能でユーザー情報を変更して、ユーザーアカウントを有効化または無効化できま

す。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー]を選択します。
ユーザーの一覧が表示されます。ページに表示されるデフォルトのユーザー数は 50です。オプ
ションで、[1ページあたり表示件数]ドロップダウンメニューを選択して、設定を50または100に
変更できます。

ステップ 3 編集するユーザーを選択します。

ステップ 4 編集可能なフィールドに変更を加えます。 *のついたフィールドは必修項目です。

ステップ 5 オプションで、[ユーザーが次回ログインする際にパスワード変更を要請する]を選択することが
できます。

システムの SSOが有効になっている場合、この機能は主催者アカウントに適用できま
せん。

（注）

ステップ 6 必要に応じてアカウントを有効化または無効化する:

• [有効化]を選択すると、非アクティブのアカウントを再び有効にします。

• [無効化]を選択すると、アカウントを無効にします。
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アカウントを有効化または無効化しても、そのアカウントに対して行った変更は保存さ

れません。変更を保存するには、必ず [保存]を選択してください。
（注）

ステップ 7 [保存]を選択します。この保存は、アカウントの状態を変更せずに変更内容を保存します。

ユーザーを有効にする

主催者および管理者アカウントを追加またはインポートした後は、デフォルトで有効になります。

この機能を使用して、非アクティブユーザーを再度アクティブにします。

代わりに、[ユーザーの編集]ページでアカウントを有効にできます。詳細については、ユーザー
の編集, （145ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー]を選択します。

ステップ 3 有効にしたい無効ユーザーのチェックボックスを選択します。

ステップ 4 [アクション] > [有効化]の順に選択します。
選択したアカウントが有効になり、各アカウントのステータスが「有効」に変更されます。

ユーザーを無効にする

主催者および管理者のアカウントを無効にできます。アカウントを無効にすると、アカウントの

保有者が以下が行えないようになります。

•ウェブページ、Outlookプラグイン、携帯アプリケーションからのサインイン

•ミーティングの主催と参加

•システム管理（ユーザーが管理者の場合）

代わりに、[ユーザーの編集]ページでアカウントを無効化できます。詳細については、ユーザー
の編集, （145ページ）を参照してください。

管理者は自分のアカウントを無効化できません。（注）
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー]を選択します。

ステップ 3 無効化する有効なユーザーのチェックボックスを選択します。

ステップ 4 [アクション >無効化]の順に選択し、OKで確定します。
選択したアカウントは無効化されました。各アカウントの状態は、[無効]です。

インポート機能を使用してユーザーを無効にする

インポート機能を使用して、ユーザーアカウントを無効にできます。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート > [エクスポート]の順に選択します。
[エクスポートされた csvファイルのダウンロード]リンクが表示されるまでしばらく待ちます。

ステップ 3 [エクスポートされた csvファイルのダウンロード]を選択して、CSVファイルをハードドライブ
に保存します。

ステップ 4 CSVファイルを開きます。 [アクティブ]列で以下を変更します。
a) 無効にする各ユーザーに対し、Nを入力します。
b) 変更しないユーザーのレコードをすべて削除します。

ステップ 5 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート > [インポート]の順に選択します。

ステップ 6 [参照]を選択し、更新された CSVファイルを選択して、[カンマ]を選択してから、[インポート]
を選択します。

更新されたユーザーレコードは上書きされ、選択されているユーザーアカウントは無効になりま

す。

ユーザーのインポート

はじめる前に

コンマまたはタブ区切りファイルには、ユーザーの情報が含まれています。詳細については、コ

ンマおよびタブ区切りファイルについて, （138ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート]の順に選択します。
[ユーザーのインポート/エクスポート]ページが表示されます。

ステップ 3 [インポート]をクリックします。
[ユーザーのインポート]ページが表示されます。

ステップ 4 [参照]を選択し、インポートするコンマまたはタブ区切りファイルを選択します。

ステップ 5 [タブ]または [コンマ]のラジオボタンを選択して、インポートするファイルの種類を示します。

ステップ 6 [インポート]をクリックします。
ファイルがインポートされます。インポートが完了すると、システムはインポートに成功および

失敗したレコードの数を示すメールを送信します。

次の作業

[ユーザー]を選択すると、システムのユーザーが表示されます。ユーザーが正しくインポートさ
れているか確認します。

ユーザーのエクスポート

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート]の順に選択します。

ステップ 3 [エクスポート]を選択します。
ユーザーデータは CSVファイルとしてエクスポートされます。システムは、エクスポートした
ファイルをダウンロードするためのリンクを管理者にメールします。

エクスポートしたファイルを使用して新しいシステムにユーザーをイ

ンポートする

以下のステップを実行して、エクスポートしたファイルを使用して新しいシステムにユーザーを

インポートします。
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手順

ステップ 1 ユーザーをエクスポートするシステムの管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート]の順に選択します。

ステップ 3 [エクスポート]を選択します。
ユーザーデータは、コンマまたはタブで区切られたファイルにエクスポートされます。

ステップ 4 エクスポートしたファイルを開き、ファイルからすべてのUSERID（ユーザーID）を削除し、ファ
イルを保存し直します。

ステップ 5 ユーザーをインポートするシステムの管理サイトにサインインします。

ステップ 6 [ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート]の順に選択します。
[ユーザーのインポート/エクスポート]ページが表示されます。

ステップ 7 [インポート]をクリックします。
[ユーザーのインポート]ページが表示されます。

ステップ 8 [参照]を選択して、前述でエクスポートしたファイルを選択します。

ステップ 9 [タブ]または [コンマ]のラジオボタンを選択して、インポートするファイルの種類を示します。

ステップ 10 [インポート]をクリックします。
ファイルがインポートされます。インポートが完了すると、システムはインポートに成功および

失敗したレコードの数を示すメールを送信します。

次の作業

[ユーザー]を選択すると、システムのユーザーが表示されます。ユーザーが正しくインポートさ
れているか確認します。

トラッキングコードの設定

トラッキングコードを構成して、特定グループの主催者の使用状況を追跡することができます。

例えば、プロジェクトや部署に対してトラッキングコードを設定することができます。設定した

トラッキングコードは、ユーザーの追加または編集したときのオプションとして表示されます。

各トラッキングコードには以下を設定する必要があります。

•トラッキングコードグループ –トラッキングコードのグループを構成します。トラッキング
コードグループは、ユーザーを追加および編集するときに使用します。デフォルトは部門、

部署、プロジェクト、カスタム5～10です。
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トラッキングコードグループは一意である必要があり、事前定義されたフィー

ルド名（USERID、ACTIVE、 FIRSTNAME、LASTNAME、EMAIL、
LANGUAGE、HOSTPRIVILEGE、TIMEZONE）は使用できません。

（注）

•入力モード: [テキストフィールド]または [ドロップダウンメニュー]を選択します。2

•使用状況: [未使用]、[オプション]、または [必須]を選択します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [トラッキングコード]の順に選択します。

ステップ 3 オプションで、[トラッキングコード]行に各追跡グループの名前を入力することができます。デ
フォルトの値を使用する場合は、これらのフィールドを変更する必要はありません。

ステップ 4 テキスト入力またはドロップダウンメニュー列を各トラッキングコードの入力モードで選択しま

す。

[テキスト入力]を選択した場合は、トラッキングコード名をテキストフィールドに入力します。
[ドロップダウンリスト]を選択した場合は、[リストを編集]リンクが [入力モード]フィールドの
横に表示されます。 [リストを編集]リンクを選択して、トラッキングモードのドロップダウンメ
ニューの値を設定します。詳細については、トラッキングコードの編集,（150ページ）を参照し
てください。

トラッキングコードグループのいずれかに [ドロップダウンメニュー]を選択した場合
は、[リストを編集]を選択して、関連するドロップダウンメニューにオプションを入力
します。

（注）

ステップ 5 未使用、オプション、必須を各トラッキングコードの使用状況列で選択します。

ただし、使用状況を必須またはオプションに変更するのは、ドロップダウンメニュー一

覧を設定してからです。ユーザーがあらかじめトラッキングコードおよび入力コード

を設定せずに「未使用」以外に設定すると、エラーメッセージが表示されます。

（注）

ステップ 6 [保存]を選択します。
トラッキングコードの設定を保存しました。

トラッキングコードの編集

デフォルトでは、トラッキングコードはテキストボックスで表示されます。トラッキングコード

オプションをドロップダウンメニューで表示したい場合は、オプションリストを設定する必要が

あります。 [入力モード]ドロップダウンメニューから [ドロップダウンリスト]を選択すると、[リ
スト編集]リンクが表示されます。
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はじめる前に

トラッキングコードを編集する場合は、[ユーザー >トラッキングコード]の順に選択し、[入力
モード]に [ドロップダウンメニュー]を選択します。

手順

ステップ 1 [リスト編集]リンクを選択します。
[トラッキングコードリストの編集]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [トラッキングコードリストの編集]ダイアログボックスのフィールドに入力します。
a) [アクティブコードのみ表示]を選択すると、このダイアログボックスを開いたときに、アク
ティブのトラッキングコードのみが表示されます。すべてのトラッキングコードを表示する場

合は、このオプションの選択を解除します。各入力モードに対して初めてトラッキングコード

を設定するときは、このオプションは選択できません。

b) [空のトラッキングコードに戻る]を選択して、空フィールドの最初のページに移動します。
c) デフォルトでは [アクティブ]が選択されています。 [アクティブ]のチェックを外してトラッ
キングコードを非アクティブにできます。非アクティブのトラッキングコードは、このトラッ

キングコードグループのドロップダウンメニューに表示されません。 [アクティブ]をチェック
して非アクティブのトラッキングコードをアクティブにします。

d) [コード]テキストボックスにメニュー項目の名前を入力します。制限: 128文字
e) [デフォルト]ラジオボタンを選択して、このメニュー項目をドロップダウンメニューのデフォ
ルトに設定します。

f) [20行以上追加]を選択して、設定可能なトラッキングコード用の行を追加します。20行以上表
示する場合は、ナビゲーションリンク（[次へ]、[前へ]、ページ番号）が追加されます。制限:
500行（25ページ）。

g) 並べ替えラジオボタンを選択して、トラッキングコードを並べ替える方法（並び替えしない、
昇順、降順）を設定します。 [並べ替え]は表示されているページにのみ機能します。

ステップ 3 [更新]をクリックして設定を保存します。
設定が保存され、[トラッキングコードリストの編集]ページが閉じられます。

ディレクトリ統合の設定

ディレクトリ統合によって、システムはCiscoWebExMeetings ServerユーザーデータベースにCisco
Unified Communications Manager（CUCM）ユーザーデータベースを追加および同期させ、CUCM
はこのとき LDAPディレクトリと統合されます。

ディレクトリ統合はユーザープロファイル管理を以下の方法で簡略化します。

•ユーザープロファイルを CUCMから Cisco WebEx Meetings Serverにインポートします。

• CUCMデータベース中にある、新規または変更されたユーザー属性、たとえばユーザーの
姓、名前、メールアドレス等を Cisco WebEx Meetings Server databaseに定期的にアップデー
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トします。 Cisco WebEx Meetings Serverはメールアドレスでユーザーを区別するため、同一
の姓と名前のユーザーでもメールアドレスが異なれば、Cisco WebEx Meetings Serverは異な
るユーザーとして扱います。

• CUCMデータベースを定期的にチェックして非アクティブユーザーのエントリーを探し、
CiscoWebExMeetings Serverデータベースのユーザープロファイルを非アクティブ化します。

• LDAP認証に使うシステムを有効にして、外部ディレクトリの Cisco WebEx Meetings Server
ディレクトリ統合ユーザーを認証します。

• Secure LDAP（SLDAP）が CUCMおよび LDAPサーバーで有効なときに、完全に暗号化さ
れた LDAP統合をサポートします。

• CUCMに設定されている全ユーザーは Cisco WebEx Meetings Serverに同期され、そのアカウ
ントがアクティブ化します。同期が完了したら、アカウントを任意に非アクティブ化できま

す。 CUCMの全アクティブユーザーは Cisco WebEx Meetings Serverに同期されます。非ア
クティブユーザーは Cisco WebEx Meetings Serverにインポートされません。

はじめる前に

ディレクトリ統合に進む前に以下の前提条件が満たされていることを確認します。

•ユーザーへの影響を最小限にするため、同期はピーク時以外または週末に行うことを推奨し
ます。

• Cisco Unified Communications Manager（CUCM）がサポートされているバージョンであるこ
とを確認します。詳しくは、『Cisco WebEx Meetings Serverシステム要件』を参照してくだ
さい。

• CUCM管理ユーザー資格情報（ディレクトリ統合のために CUCMサーバーを追加するのに
必要）を取得します。

•ディレクトリ統合機能を使う前に、CUCMでAXLおよび LDAPディレクトリサービスの設
定をする必要があります。 CUCMは Cisco WebEx Meetings Serverシステムにユーザーをイン
ポートするのに必要です。 CUCMを使って以下の作業を行います。

◦ AXLウェブサービスを有効にします

◦ Ciscoディレクトリ同期を有効にします

◦ LDAP統合を設定します

◦ LDAP認証を設定します

「CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同期の設定」と「CUCMを使った
LDAP統合と認証の設定」を参照してください。追加情報は CUCMの資料を参照してくだ
さい。

•主催者権限を要求したユーザー全員が CUCMを利用可能であることを確認します。 CUCM
に設定されていないユーザーはミーティングにサインイン、またはミーティングを主催する

ことはできません（全ユーザーはゲストとして参加できます）。必要に応じて、CUCMから
インポートするユーザーのみで構成されるCUCMグループまたはフィルターを作成します。
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CUCMグループを使用しない場合、すべてのアクティブな CUCMユーザーは
最初のディレクトリ同期中にCiscoWebExMeetings Serverにインポートされま
す。CUCMの非アクティブユーザーはインポートされません。その後の同期
では、新規および変更したユーザーだけがインポートされます。CiscoWebEx
MeetingsServerの中で主催者アクセスを与えたくないユーザーアカウントを非
アクティブ化する必要があります。ユーザーが実際にミーティングを主催す

るときだけ、主催者ライセンスがCiscoWebExMeetings Serverで使われること
に注意してください。ミーティングを主催しないアカウントはライセンスを

消費しません。ライセンス消費についての詳しい情報は「システムの設定」

の「ライセンス管理」を参照してください。

（注）

•メールアドレスの無いユーザーはインポートされません。

•同じ名と姓を使用する複数のアカウントがあるが、CUCMで異なるメールアドレスが割り当
てられている場合、これらのユーザーがCiscoWebExMeetingsServerにインポートされると、
これらのアドレスは異なるユーザーとして扱われます。管理者が同じメールアドレスをもつ

複数のユーザーアカウントを作成できるように、CUCMユーザーはユーザー名ごとに固有の
ものになります。しかし、CiscoWebExMeeting Serverのアカウントは、メールアドレスごと
に固有になります。したがって、複数の CUCMユーザーアカウントが同じメールアドレス
をもつ場合、CUCMの管理者はこれらのユーザーアカウントを手動で編集して、メールアド
レスを固有のものにしてから、これらのアカウントをCiscoWebExMeetingsServerにインポー
トします。

• LDAP認証が有効な場合、[今すぐ同期]が選択されるか、[次の同期]オプションをオンにし
て日時が入力されると、Cisco WebEx Meetings Serverはポート 8443を使用して、CUCMに接
続します。

手順

ステップ 1 Cisco WebEx Meetings Server管理サイトにサインインします。

ステップ 2 （オプション）「メンテナンスモードをオンにする」を選択してから、「続行」を選択して確認

します。

メンテナンスモードはディレクトリ統合に必要ではありませんが、大規模な同期によっ

てシステムパフォーマンスに影響が出ることがあります。同期中にユーザーがシステ

ムを使うことを防止するためにシステムをメンテナンスモードにすることができます。

（注）

ステップ 3 [ユーザー] > [ >ディレクトリ統合]を選択します。

ステップ 4 まだ済んでいない場合は CUCMサーバー情報を入力します。

• IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）

•ユーザー名

•パスワード
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ユーザー名とパスワードは CUCM管理者またはAXLのものです。 CUCM情報の設定が終わった
ら、CUCMサーバーの IPアドレスまたは FQDNが CUCMアイコンの下に現れます。

すでに CUCM設定を終えている場合は、このステップは必要ないので次のステップに
進んでください。 CUCM情報の設定が終わった後は、変更をすると複雑な手順が必要
でユーザー同期について問題を引き起こす可能性があるので推奨できません。

（注）

ステップ 5 [フィルタリングの CUCMユーザーグループ]を選択して、選択した CUCMユーザーグループの
ユーザーのみを Cisco WebEx Meeting Serverに追加します。

ステップ 6 Cisco WebEx Meetings Serverシステムを LDAPディレクトリサービスと同期させます。同期は以
下の方法で行います。

• [今すぐ同期]を選択すると即座に同期が実行されます。
開始したら同期は中止できませ

ん。

（注）

• [次の同期]チェックボックスを選択して日時とリピート方法を入力し、今後の同期のスケ
ジュールを決めてください。

[今すぐ同期]選択すると即座に同期が実行されます。この処理にかかる時間は同期するユーザー
の数によって変わります。同期が完了したらメールが届きます。システムの他の管理者には、[今
すぐ同期]を選択しても通知が届きません。同期の予定を決めると、指定した日時に同期が実行
されます。予定されていた同期が完了したら全管理者はメールを受け取ります。今後の同期を中

止したい場合は、[次の同期]の選択を解除します。

同期処理中は次の属性がマッピングされます。

Cisco WebEx Meetings Server 属性CUCM 属性

名名

姓姓

メールアドレスメール ID

Cisco WebEx Meetings Serverの姓と名前はユーザーに表示されるフルネームの構成要素
です。

Cisco WebEx Meetings Serverにマッピングされた属性はエンドユーザーがアップデート
することはできません。

（注）

同期が失敗した場合、エラーメッセージがページ上に現れ、エラーに関する詳細な情報が載って

いるメールが管理者に送られます。 [ログを見る]を選択するとエラーについての詳細な説明を見
られます。ログには非アクティブユーザーのレポート、失敗したユーザーのレポート、概要が

載っています。

同期を少なくとも 1回実行すると、最後に行った同期の概要が現れ、概要には同期が完了したか
どうか、完了した日時（会社情報に設定した日時を使用）、および以下のユーザー変更リストが

示されます。

•追加数 -追加された新規ユーザーの数
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•非アクティブ化数 -非アクティブ化したユーザーの数

ステップ 7 同期予定または管理者通知設定を設定または変更する場合は、[保存]を選択します。

ステップ 8 [ユーザー]タブを選択して正しいユーザーが同期されたか確認します。
a) ユーザーリストをフィルタするにはドロップダウンメニューの [リモートユーザー]を選択しま
す。同期したいユーザーがリストに載っているか確認してください。リモートユーザーはディ

レクトリ同期によってCisco WebEx Meetings Serverにインポートされます。あるユーザーが最
初ローカルで作成されその後ディレクトリ同期で上書きされた場合、このユーザーはローカル

ユーザーではなくリモートユーザーになります。

b) 同期に含まれないユーザーを見るには [ローカルユーザー ]選択します。ローカルユーザーは
Cisco WebEx Meetings Server管理者によってローカルに作成されます。ローカルユーザーは手
動で追加、または CSVファイルを使ってインポートすることができます。

ステップ 9 CUCMと Cisco WebEx Meetings Serverの同期の予定がシーケンシャルであることを確認します。
CUCMの同期が最初に起こり、Cisco WebEx Meetings Server同期が直後に発生する必要がありま
す。

ステップ 10 （任意） [同期完了時に管理者に通知]を選択または選択解除して [保存]を選択します。このオプ
ションはデフォルトで選択されていて、予定された同期の後に管理者にのみ通知されます。

ステップ 11 [LDAP認証を有効にする]を選択します。
システムが SSOを使えるように設定されている場合、最初に SSOを無効にする必要が
あります。詳細については、「SSOを無効にする」を参照してください。システムが
SSOを使えるように設定されていない場合、LDAP認証が有効にするまでデフォルトの
認証を使います。

LDAPを有効にした後、管理者はユーザーの追加、削除、変更等のユーザー管理にActive
Directoryサーバーを使うことを推奨します。LDAP認証を有効にした後、すべての参加
者は LDAP資格情報を使ってWebExのサイトにサインインする必要があります。しか
し管理者はまだ Cisco WebEx Meetings Server資格情報を使って管理サイトにサインイン
できます。

（注）

ステップ 12 ユーザーが ADドメイン資格情報でシステムにサインインできるか確認します。

ステップ 13 システムをメンテナンスモードにするには [メンテナンスモードをオフにする]を選択します。

ステップ 14 （任意）同期を実行したら、[今通知]を選択して、メールでユーザーに対してCiscoWebExMeetings
Serverシステムにアカウントができたことやアカウントが変更されたことを通知するようにでき
ます。任意で [自動で通知を送信]を選択でき、これにより各同期後に新規に追加されたユーザー
に自動でメールを送信します。認証設定（たとえば、LDAPの有効化）を変更すると、ユーザー
パスワード変更メールが関係あるユーザーに送られます。

[今通知]を選択した場合

•全ユーザーは有効期間中に 1回だけ通知を受け取ります。その後同期してもメールは送られ
ません。

•「通知を必要とするユーザー」はアクティブでまだ通知を受け取っていないユーザー全員を
表しています。

•非アクティブユーザーとローカルユーザーには通知が送られません。
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• Cisco WebEx Meetings Serverにローカルユーザーを追加すると、そのユーザーにメールが送
られます。ただし、このユーザーはWebExのサイトにサインインする前に CUCM Active
Directoryサーバーに追加される必要があります。

•同期機能を使って追加されたユーザーには通知を送信することだけできます。

•メール通知がユーザーに送られるまで数分かかることがあります。この遅延は、CiscoWebEx
Meetings Serverシステム以外の複数の要因、たとえば、メールサーバー、ネットワーク接続
の問題、個人のメールアカウントのスパムキャッチャーによって起こります。

システムからは以下のメールが送信されます。

•各ユーザーが同期済みのシステムに初めてインポートされたときに、ADアクティブ化メー
ルが送られます。ユーザーはその後の同期時にはメールを受け取りません。

•システムのローカル上で作成されたユーザーにユーザーパスワード変更メールが送信されま
す。

これらのメールテンプレートをカスタマイズの詳細については、「メールテンプレートについて」

を参照してください。

LDAP認証でディレクトリ統合を使用する場合、CUCMで設定されたユーザーは Cisco
WebEx Meeting Serverに主催者として同期され、LDAPの資格情報を使用してWebExサ
イトにサインインします。しかし、インポートされたユーザーのアカウントタイプを

主催者から管理者に変更する場合、ユーザーは [パスワードの作成]リンクが示された
メールを受け取ります。ユーザーはこのリンクを選択し、Cisco WebEx Meetings Server
の新しいパスワードを入力します。ユーザーはこの新しく作成したパスワードを使用

して、管理サイトにサインインしますが、LDAP資格情報を引き続き使用してWebEx
サイトにサインインします。

（注）

ユーザーグループの同期

管理者はCUCMでユーザーのグループを作成できます。たとえば、管理者はCiscoWebExMeetings
Serverを使用できるでユーザーで構成されているユーザーグループを作成する場合があります。
CWMSから、管理者は特定のユーザーグループを選択して、特定のユーザーをフィルターおよび
インポートできます。

はじめる前に

CUCMを使用してユーザーのグループを作成します。詳細については、『Cisco Unified
Communications Manager管理者ガイド
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html』の「ユー
ザー管理構成」を参照してください。
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手順

ステップ 1 Cisco WebEx Meetings Server管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ >ディレクトリ統合]を選択します。

ステップ 3 [フィルタリングの CUCMグループ]リンクを選択します。

ステップ 4 同期するユーザーグループをチェックします。

グループが選択されない場合、ディレクトリの統合により、すべてのユーザーグループ

を同期します。

（注）

ステップ 5 [保存]を選択します。

ステップ 6 [今すぐ同期]を選択し、同期を実行します。この処理にかかる時間は同期するユーザーの数によっ
て変わります。

システムは、どのユーザーグループが以前同期されたのか記憶します。以前同期され

たユーザーグループを選択しない場合、選択されていないユーザーグループのユーザー

は同期プロセス中に無効になります。

（注）

同期が終了すると、システムは追加されたユーザー数と無効になったユーザー数を表示します。

ステップ 7 同期プロセス中にインポートされたユーザー、または無効になったユーザーに関するサマリ情報

については、[ログを見る]を選択します。

CUCM を使った AXL ウェブサービスとディレクトリ同期の設定
CUCMを使ってAXLウェブサービスとディレクトリ同期を設定します。

はじめる前に

ディレクトリ統合機能を使う前に、この手順を実行します。詳細については、ディレクトリ統合

の設定, （151ページ）を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

CUCMアカウントにサインインします。ステップ 1   

右上のドロップダウンメニューからCisco Unified Serviceability
を選択して [次へ]を選択します。

ステップ 2   

[ツール] > [サービスアクティブ化]を選択します。ステップ 3   

[Cisco AXL Web Service]と [Cisco DirSync]を選択し [保存]を
選択します。

ステップ 4   
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次の作業

もし済んでいなければCUCMを使ってLDAP統合と認証を設定します。詳細については、CUCM
を使った LDAP統合と認証の設定, （158ページ）を参照してください。

CUCM を使った LDAP 統合と認証の設定
CUCMを使って LDAP統合と認証の設定を行います。

CUCMがディレクトリ統合に対して設定される場合、SSO、LDAP、またはローカル認証を使
用することにすることができます。

（注）

はじめる前に

ディレクトリ統合機能を使う前に、この手順を実行します。詳細については、「ディレクトリ統

合の設定」を参照してください。

手順

目

的

コマンドまたはアクション

CUCMアカウントにサインインします。ステップ 1   

右上のドロップダウンメニューからCiscoUnified CMAdministration
を選択して [次へ]を選択します。

ステップ 2   

[ファイル] > [LDAP] > [LDAP System]を選択します。ステップ 3   

[LDAPサーバーの同期を有効にする]、LDAPサーバーの種類に応
じたMicrosoft Active Directory、ユーザー IDの LDAP属性の sAM
アカウント名、[保存する]を選択します。

ステップ 4   

LDAPサーバーのチェックボックスを選択し、[新規追加]を選択し
ます。.

ステップ 5   

LDAPディレクトリページのフィールドへの入力が完了したら、[保
存]を選択します。

ステップ 6   

LDAP認証ページでは、[エンドユーザーにLDAP認証を使用]チェッ
クボックスを選択し、ページのフィールドに記入し、[保存]を選択
します。

ステップ 7   
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次の作業

もし済んでいなければ、CUCMを使って Cisco AXLウェブサービスと Ciscoディレクトリ同期を
設定してください。詳細については、「CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同
期の設定」を参照してください。

ユーザーにメール送信する

このツールを使ってユーザーにメールを送信します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー] > [ユーザーにメール送信]の順に選択します。

ステップ 3 [宛先]フィールドに宛先のユーザーのメールアドレスまたはメールエイリアスを入力します。

ステップ 4 オプションで、[BCC]フィールドにメールアドレスを入力します。

ステップ 5 件名を [件名]フィールドに件名を入力します。

ステップ 6 [メッセージ ]フィールドにメッセージを入力します。

ステップ 7 [送信]を選択します。
メールが送信されます。

メールがユーザーに送られるまで数分かかることがあります。この遅延は、CiscoWebEx
Meetings Serverシステム以外の複数の要因、たとえば、メールサーバー、ネットワーク
接続の速度、個人のメールアカウントのスパムキャッチャーによって起こります。

（注）
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第 13 章

システムの設定

このモジュールでは、システムを設定をするための管理者ページの使用方法について説明しま

す。

• システムプロパティの設定, 161 ページ

• 全般設定を行う, 171 ページ

• サーバーの設定, 172 ページ

• SNMPの設定, 179 ページ

• ライセンスの管理, 187 ページ

システムプロパティの設定

システムセクションで [システム]> [詳細]の順に選択して、システムのプロパティを設定します。

仮想マシンの設定を変更する

この機能を使用して仮想マシンの設定を変更します。

Vmware vCenterを使用して仮想マシンの設定を編集しないでください。（注）
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択し、システムセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 4 仮想マシンの設定を変更する場合は、プライマリシステム、または高可用性システムのセクショ

ンで仮想マシン名のリンクを選択します。

ステップ 5 以下の仮想マシンの設定が変更できます。

•完全修飾ドメイン名:システムの FQDN。

•仮想マシン:仮想マシンの IPアドレス。

•プライマリ DNSサーバー

•セカンダリ DNSサーバー

•サブネットマスク/プレフィックス

•ゲートウェイ

システムは、IPv4または IPv6仮想マシン設定に変更できます。実装時は、IP 4のみが
設定可能ですが、このページで仮想マシンを IP 6に更新できます。

（注）

ステップ 6 [保存]を選択します。
変更内容は保存され、仮想マシンは再起動されます。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

次の作業

仮想マシンに変更を加える場合、同じドメインのシステムに対するワイルドカード証明書を使用

している場合を除き、システムの各仮想マシンに対して新しい証明書を取得する必要があります。

詳細は、証明書の管理, （243ページ）を参照してください。

高可用性システムの設定

高可用性システムは、プライマリシステムに問題が発生した際にバックアップ機能を提供する冗

長性のあるシステムです。
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高可用性システムを追加または削除する前に、メンテナンスモードをオンにしてください。

このタスクを実行するようにメンテナンス期間を設定するとき、メンテナンスモードをオフに

するときに、システムのリブートが実行されることに注意してください。システムのサイズ

に応じて、システムのリブートには、約 30分かかります。

（注）

高可用性システムの追加

高可用性システムの大半の機能は禁止されています。例えば、高可用性システムのアップグ

レード、SNMP構成、ストレージアクセス、メールサーバーへのアクセス権がありません。
システムプロパティを表示することができます、しかし、変更が禁止されている。

（注）

プライマリシステムで以下の手順を実施します。（注）

はじめる前に

• OVAファイルから高可用性システムとして使用する 2台目の仮想マシンに CiscoWebExをイ
ンストールします。

高可用性システムは、プライマリシステムと同じサイズである必要がありま

す。

（注）

•高可用性システムはプライマリシステムと同じ OVAとパッチで構成されている必要があり
ます。プライマリおよび高可用性システムのバージョンが一致しない場合は、より高いバー

ジョンにアップグレードするように指示されます。

•高可用性仮想マシンの完全修飾ドメイン名 (FQDN)をコピーします。高可用性システムを追
加するには FQDNを知る必要があります。

•すべての仮想マシンが正常に機能することを確認します。ダッシュボードについて, （121
ページ）の説明に従って、システムモニターを見ながら仮想マシンの状態を判断します。

•この手順を実行する前に、高可用性の仮想マシンでスナップショットを撮影することを推奨
します。エラーが発生した場合は、スナップショットから手順をやり直してください。
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 プライマリシステムのシステムセクションで、[詳細表示]リンクを選択します。

ステップ 4 [高可用性システムを追加]を選択します。

ステップ 5 システムプロパティページの指示に従ってこの HAシステムを追加します。

ステップ 6 高可用性システムの管理サイト仮想マシンの FQDNを入力してから [続行]を選択します。
プライマリシステムとHAシステムの両方でこのHA追加手順の準備ができているか確認します。

•両システムの準備が完了している場合は、緑色の [追加]ボタンが表示されます。システムを
メンテナンスモードにしてから選択してください。

•いずれかのシステムの準備が整っていない場合は、エラーメッセージが表示されます。エ
ラーを修正してから、高可用性の追加の手順を再び試行します。

ステップ 7 [追加]を選択します。
エラー「エラーコード:Database-64」が表示された場合、高可用性の仮想マシンのスナッ
プショットを使用してこの手順を繰り返してください。

（注）

高可用性システムが追加され、自動的にプライマリシステム不良時のバックアップ用として構成

されます。

ステップ 8 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムをリブートします。再起動が完了したら、管理サ

イトにサインインします。

高可用性システムの削除

はじめる前に

セカンダリシステムが高可用性システムとして現在構成されている必要があります。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 システムセクションで、[詳細]リンクを選択します。

ステップ 4 [高可用性システムの削除]を選択します。
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[高可用性システムの削除]ページが現れ、高可用性システムの完全修飾ドメイン名（FQDN）を表
示します。

ステップ 5 [続行]を選択します。
高可用性システムを削除すると、自分のサイトに同じ高可用性システムを追加できませ

ん。高可用性システムを再設定する場合は、高可用性システムを OVAファイルから再
展開してやり直す必要があります。詳細については、高可用性システムの追加, （77
ページ）を参照してください。

（注）

高可用性システムが削除されます。

ステップ 6 VMwarevCenterを開き、[ディスクから削除]コマンドを使用して高可用性システムを削除します。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムをリブートします。再起動が完了したら、管理サ

イトにサインインします。

コンポーネントの障害後のシステム動作

仮想マシンで実行中の特定のメディアおよびプラットフォームのコンポーネントが停止した場合、

これらのコンポーネントはシステムにより自動的に再起動されます。影響を受けるミーティング

は、システムの同じまたは別の仮想マシンで使用可能な他のリソースにフェールオーバーします

（スタンドアロンの 50ユーザーシステムを除く）。

高可用性システム

高可用性 (HA)システムでは、単一コンポーネントの障害時に Cisco WebEx Meetings Serverがこれ
らのコンポーネントを復元します。

• 1つの仮想マシンの単一サービス。

•仮想マシン。

•最大 2個の仮想マシンをホストする単一の物理的サーバーまたはブレード（仮想マシンレイ
アウトが Cisco WebEx Meetings Serverのシステム要件および『Cisco WebEx Meetings Serverプ
ランニングガイド』にリストされた仕様に準拠していることを条件とします）。

•単一ネットワークリンク。ネットワークが完全に冗長的にプロビジョニングされていること
を想定。

• CUCMが冗長化でプロビジョニングされたことを前提に、単一 Cisco Unified Communications
Manager (CUCM)ノード。

一度のコンポーネントの障害の後で、CiscoWebExMeetings Serverシステムは以下のような動作を
します。

•最大 3分間、コンピューターやビデオを使用したアプリケーション共有、音声接続が中断さ
れます。 Cisco WebEx Meetings Serverは障害の検出とすべての影響を受けるミーティングク
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ライアントに自動的に再接続するために 3分間かかります。ユーザーはミーティングクライ
アントを閉じ、ミーティングに参加し直す必要はありません。

•一部の障害は、電話会議の音声接続を切断する場合があります。その場合、ユーザーは手動
で再接続する必要があります。再接続は 2分のうちに成功する必要があります。

•一部の障害では、すべてのクライアントとミーティングが影響を受けません。ミーティング
の接続は通常、複数の仮想マシンとホストにわたって再分配されます。

2000 ユーザーシステムの追加情報

2000ユーザーシステムは、HAシステムの追加なしでいくらかの高可用性機能を提供します。高
可用性なしの 2000ユーザーシステムの場合:

•ウェブまたはメディア仮想マシンが失われてもシステムはまだ機能しますが、システム容量
は障害を負います。

•管理用仮想マシンの損失は、システムを使用不能にします。

高可用性ありの 2000ユーザーシステムの場合:

• 1つの仮想マシンの損失 (管理、メディア、またはウェブ)はシステムに影響を与えません。
プライマリ仮想マシン (管理とメディア、またはウェブとメディア)または HA仮想マシン
(管理とメディア、またはウェブ)をホストする 1つの物理サーバーが失われても、システム
は全容量で稼働します。

•障害のある仮想マシンが再起動されたとき、それはシステムに再度参加し、システムは正常
な動作状態に戻ります。

•メディア仮想マシンが失敗すると、サーバでホストされたミーティングは短く中断されます
が、ミーティングは代替のメディア仮想マシンにフェイルオーバーします。ユーザーは手動

でデスクトップ音声およびビデオセッションに参加し直しす必要があります。

•ウェブ仮想マシンが失敗すると、仮想マシンでホストされた既存のウェブセッションもまた
失敗しました。ユーザーはウェブサイトに再びサインインし、代替のウェブ仮想マシンで

ホストされる新しいブラウザセッションを確立する必要があります。

•管理用仮想マシンが障害を負うと、既存の管理者セッションも失敗します。管理者は管理者
サイトに再びサインインし、代替の管理者用仮想マシンでホストされる新しいブラウザセッ

ションを確立する必要があります。また、既存の管理者またはエンドユーザーのミーティン

グセッションに短時間の中断が生じる恐れがあります。
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仮想 IP アドレスを変更する

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択し、システムセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 仮想 IPアドレスのセクションで、[タイプ]欄のリンクを選択します。

例：

プライベート仮想 IPアドレスの場合は、[プライベート]を選択します。

ステップ 5 新しい仮想 IPアドレスを VIP IPv4アドレスのダイアログボックスに入力します。

ステップ 6 [保存]を選択します。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムをリブートします。再起動が完了したら、管理サ

イトにサインインします。

システムが完全なシステムリブートを完了するまで、約 30分かかります。このタスク
を含むシステムメンテナンスのメンテナンスウィンドウをスケジュールするときには、

スケジュールしたメンテナンスモードの時間を指定するとき、システムリブート時間を

考慮に入れてください。詳細については、メンテナンス期間をスケジュールする,（130
ページ）を参照してください。

（注）

パブリックアクセスの設定

パブリックアクセスにより、あなたのネットワーク外部のユーザーが、インターネットまたはモ

バイル端末からオンラインミーティングを開催したり出席することができます。パブリックアク

セスを削除すると、WebExサイト URLのパブリック仮想 IPアドレス設定が削除され、外部から
のあなたのサイトへのアクセスが停止されます。

システムにパブリックアクセスを追加する

はじめる前に

パブリックアクセスを有効にするためには、先にパブリックアクセス用のシステムとして機能す

るインターネットリバースプロキシ仮想マシンを設定する必要があります。

VMware vCenterを起動して以下を実行します。

• VMware Data Recovery (vSphere 5.0)またはVMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1)を使用
して仮想マシンをバックアップします。これにより、必要に応じて変更を戻すことが可能に

なります。詳細については、VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （4ペー
ジ）を参照してください。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
167

システムプロパティの設定



•管理用の仮想マシンの実装に使用したのと同じ OVAファイルを使用して、インターネット
リバースプロキシ仮想マシンを展開します。インターネットリバースプロキシ仮想マシン

は、パブリックVIPアドレスと同じサブネット上にある必要があります。詳細については、
パブリックアクセスを追加する, （35ページ）を参照してください。

高可用性システムがある場合、高可用性システムのインターネットリバース

プロキシ仮想マシンも展開する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択してから、システムセクションの [詳細]リンクを選択します。

ステップ 4 [パブリックアクセスの追加]を選択します。

ステップ 5 [FQDN]フィールドにインターネットリバースプロキシ仮想マシンを入力します。
システムに高可用性システムが設定されている場合は、完全に修飾されたドメイン名

（FQDN）フィールドが2つあります。 2つ目のフィールドに、高可用性 FQDNを入力
します。

（注）

ステップ 6 [仮想マシン検出]を選択します。

•システムが高可用性に構成されていない場合は、インターネットリバースプロキシ仮想マシ
ンの表が表示されます。

•システムが高可用性に構成されている場合は、プライマリシステムのインターネットリバー
スプロキシ仮想マシンと高可用性インターネットリバースプロキシ仮想マシンの表が表示さ

れます。

システムにインターネットリバースプロキシ仮想マシンの作成に使用したOVAファイルと互換性
のない更新がある場合、エラーメッセージが表示され、プライマリシステムの更新と互換性のあ

る適切なOVAファイルを使用してインターネットリバースプロキシ仮想マシンを展開し直すまで
続行できません。

ステップ 7 [続行]を選択します。

ステップ 8 [パブリック仮想 IPv4アドレス]フィールドに、インターネットリバースプロキシ仮想マシンの設
定に使用したのと同じサブネットから IPアドレスを入力し、[保存]を選択します。
システムが更新され、パブリックアクセスが設定されます。このプロセスを実施中は必ずブラウ

ザウィンドウを開いたままにしてください。

インターネットリバースプロキシ仮想マシンの作成時に使用したOVAバージョンと互換性のある
マイナー更新がシステム必要な場合、自動的にインターネットリバースプロキシ仮想マシンが更

新されます。

ステップ 9 システムにマイナーな更新が必要な場合は、更新完了後に [再起動]を促すプロンプトが表示され
ます。更新が必要ない場合は、次のステップに進みます。
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システムを再起動したら、パブリックアクセスが追加されたことを示す確認メッセージを受信し

ます。

ステップ 10 設定を確認します。設定に問題がなければ、この手順を実施する前に設定した仮想マシンのバッ

クアップを削除できます。

ステップ 11 [完了]を選択します。

ステップ 12 セキュリティ証明書が有効のままであることを確認します。この手順は、仮想マシンを変更する

ため、証明書に影響を及ぼすことがあります。必要に応じて、システムは自己署名式の証明書を

提供して、証明書を再設定するまでシステムが機能するようにできます。詳細については、証明

書の管理, （243ページ）を参照してください。

ステップ 13 DNSサーバーに必要な変更を加えます。

ステップ 14 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

パブリックアクセスの削除

はじめる前に

VMware Data Recovery (vSphere 5.0)または VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1)を使用して
仮想マシンをバックアップします。これにより、必要に応じて変更を戻すことができます。詳細

については、VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （4ページ）を参照してくだ
さい。バックアップが完了したら、必ず仮想マシンの電源を入れてください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択してから、システムセクションの [詳細]リンクを選択します。

ステップ 4 希望のサイトを選択して、[パブリックアクセスの削除]を選択してから [続行]を選択します。
パブリックアクセスがサイトから削除されます。

サイトからパブリックアクセスを削除すると、そのサイトに同じインターネットプロキ

シ仮想マシンには追加できません。パブリックアクセスを再設定する場合は、OVAファ
イルからインターネットリバースプロキシ仮想マシンを展開してやり直す必要がありま

す。詳細については、システムにパブリックアクセスを追加する, （167ページ）を参
照してください。

（注）

ステップ 5 [完了]を選択します。

ステップ 6 Vmware vCenterを開き、電源を切り、インターネットリバースプロキシマシン（および高可用性
インターネットリバースプロキシマシン（装備されている場合）をシステムから削除します。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
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メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

システムサイズを拡張する

はじめる前に

システム拡張を行う前に、「システムのより大きなサイズへの拡張」を参照し、この機能を使用

する前に実施しておくべき必須事項と、自動または手動展開を使用した拡張の仕方についての説

明を必ずお読みください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択し、[システム]セクションで [詳細]リンクを選択します。

ステップ 4 システム展開サイズを選択します。

ステップ 5 [続行]を選択します。
システムは仮想マシンとの接続性をチェックします。 1つまたは複数の仮想マシンで接続性の問
題がある場合は、続行する前に問題を解決する必要があります。接続性の問題がない場合は、シ

ステムのバックアップを実施します。バックアップが完了すると、拡張処理を続行できるメッ

セージが表示されます。

ステップ 6 以下のいずれかの方法を使用して OVAファイルを展開します。

•自動展開を使用したシステムの拡張

•手動展開を使用したシステムの拡張

システムは拡張処理の完了を通知します。

ステップ 7 [再起動]を選択します。

ステップ 8 管理サイトにサインインします。

ステップ 9 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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全般設定を行う

全般設定にアクセスし、[設定] > [全般設定]のシステムから詳細リンクを選択します。全般設定
には以下があります。

•サイト設定:この機能はサイトURLの設定または変更に使用します。この機能は、サイトの
プライベート VIPアドレスとサイトのパブリック仮想 IPアドレスも表示します。

•管理設定:この機能は管理サイトURLの設定および変更に使用します。この機能は、管理サ
イトのプライベート VIPアドレスも表示します。

サイトの設定を変更する

この機能を使用してサイト URLを変更します。元のサイト URLの設定は、実装時に行います。
サイト URL構成および命名規則に関する詳細は、WebExサイトおよびWebEx管理のURL, （38
ページ）を参照してください。

はじめる前に

DNSサーバー上の元のサイトURLは変更しないてください。元のサイトURLを更新したサイト
URLにリダイレクトします。ユーザーが元のURLを使用しようとしたときに新しいURLにリダ
イレクトしてないと、ミーティングの主催および参加ができなくなるか、ウェブページ、生産性

向上ツール、携帯アプリからログインできません。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]> [構成] > [一般設定] > [詳細]の順に選択します。

ステップ 4 [サイト設定]セクションで [編集]を選択します。

ステップ 5 ダイアログボックスに新しいサイト URLを入力してから [保存]を選択します。

ステップ 6 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

次の作業

サイト証明を更新してアクセスを確定します。詳細については、証明書の管理,（243ページ）を
参照してください。
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管理者設定を変更する

元の管理サイト URL設定は、実装時に行います。管理サイトの構成および命名規則に関する詳
細は、WebExサイトおよびWebEx管理のURL, （38ページ）を参照してください。

はじめる前に

DNSサーバーの元の管理サイトURLは変更しないでください。元の管理サイトURLを更新した
管理サイト URLにリダイレクトします。ユーザーが元の URLを使用しようとしたときに新しい
URLにリダイレクトしてないと、ミーティングの主催および参加ができなくなるか、ウェブペー
ジ、生産性向上ツール、携帯アプリからログインできません。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]> [構成] > [一般設定] > [詳細]の順に選択します。
[全般設定]ページが表示されます。

ステップ 4 [管理設定]セクションで、[編集]を選択します。

ステップ 5 ダイアログボックスに新しい管理サイト URLを入力してから [保存]を選択します。

ステップ 6 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

次の作業

サイト証明を更新してアクセスを確定します。詳細については、証明書の管理,（243ページ）を
参照してください。

サーバーの設定

この機能は以下のサーバーの設定に使用します。

• SMTPサーバー - SMTPサーバーは、Cisco WebEx Meetings Serverから送信先へのメール送信
の処理を行います。

•ストレージサーバー - NFSサーバーは、すべての録画ミーティングが保存されるストレージ
サーバーです。
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メールサーバーを構成する

システムが招待状を送信したり、その他のメッセージをユーザーに送るためのメールサーバーを

設定します。

メールサーバーが常に稼動されていることが非常に重要です。メールは、ユーザーに録画の

開始、ミーティング情報の変更、アカウントの状態を含む重要な情報を伝える主な手段です。

（注）

メンテナンスモードをオンにすることはこれらのプロパティを変更するのに必要ありません。（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択して、サーバーセクションの [詳細]を選択します。

ステップ 3 メールサーバーセクションの [編集]を選択します。

ステップ 4 メールサーバーのホスト名を入力し、オプションで[TLSを有効にする]チェックボックスを選択
します。

ステップ 5 メールサーバーのポート番号を入力し、オプションで [サーバー認証を有効にする]チェックボッ
クスを選択します

ステップ 6 [続行]を選択します。

SMTP サーバーの設定

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択します。

ステップ 3 サーバーで、[詳細]リンクを選択します。

ステップ 4 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 5 SMTPサーバーで、[編集]リンクを選択します。

ステップ 6 SMTPサーバーのフィールドを以下のように設定します。

•ホスト名: SMTPサーバーのホスト名。

•ポート: SMTPサーバーのポート番号。

•ユーザー名:メールクライアントのユーザー名。
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•パスワード:ユーザーのパスワード。

ステップ 7 オプションで、[TLSを有効にする]と [サーバー認証を有効にする]チェックボックスを選択しま
す。

ステップ 8 [保存]を選択します。

ステップ 9 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

ストレージサーバーの設定

ストレージサーバーはシステムおよびミーティングの録画をバックアップしていません。災害復

旧中（「災害復旧機能の使用」を参照）、これらのバックアップはシステムを復元するために使

用されます。（現在サポートされているストレージ方法は、ネットワークファイルシステム（NFS）
です。ストレージサーバーがすべての内部仮想マシンからアクセス可能であることを確認しま

す。（これらはまた、仮想マシンをバックアップするために、VMwareが指定した VMwareデー
タ復元機能もあります。詳細については、http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdfを参照し
てください。）

外部インターネットリバースプロキシ（IRP）サーバーなど、ストレージサーバーを外部仮想
マシンに接続する必要はありません。

（注）

ストレージサーバーは、以下を毎日バックアップします。

•特定のシステム設定

•ユーザー情報

•ミーティング情報

•システムにアップロードされた SSL証明書

•サイト URL

バックアップは毎日実行され、最初4:20a.m.、現地時間に初期設定されます。CiscoWebExMeetings
Serverは、ミーティング、録画、その他の機能を中断することなく、バックアッププロセス中に
実行されます。バックアップを確実に利用できるようにするために、以下の日単位のバックアッ

プが完了するまで、前のバックアップは削除されません。

500 MBをバックアップするのに、約 5分かかります。システムをバックアップするために使用
する時間は、ストレージの速度、NFS速度、その他の要素によって異なります。 70 GBデータ
ベースはバックアップに約1時間かかり、MFSに転送するのに10分かかります。他のネットワー
ク通信を許可し、製品の連続動作を確保するために、転送時間は 12 MB/秒です。
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はじめる前に

Unixアクセス権限を設定して、ユーザー生成のコンテンツとシステムバックアップも保存できる
ようにしてください。

Linuxベースのストレージシステムにおいては、これはネットワークファイルシステム（NFS）に
使われる特定のディレクトリの、匿名ユーザーの読み取り/書き込み権限の設定に依存します。

Windowsベースのストレージシステムにおいては、これはネットワークアクセスに依存します。
全員許可を匿名ユーザーの設定に適用します。さらに、全員のユーザーグループにNFSへの読み
取り/書き込み権限を提供する必要があります。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択します。

ステップ 4 サーバーのセクションで、[詳細]を選択します。
システムにストレージサーバが存在する場合は、このページに表示されます。システムにスト

レージサーバーが存在しない場合は、設定するオプションが与えられます。

ステップ 5 ストレージサーバーのセクションで、[ストレージサーバーの追加]を選択します。

ステップ 6 NFSマウントポイントを入力して、[保存]を選択します。
システムが入力した NFSマウントポイントを確認します。

ステップ 7 [続行]を選択します。
ストレージサーバーの追加を知らせるメッセージを受信します。

ステップ 8 [完了]を選択します。

ステップ 9 毎日のバックアップを行うデフォルトの時間を変更することもできます。ストレージサーバーセ

クションで、[システムバックアップのスケジュール] [時間]をクリックして、ドロップダウンメ
ニューから別の時間を選択します。そして [保存]を選択します。
毎日のバックアップは、初期設定の現地時間午前 4:20ではなく、お客様が選択した時間に実行さ
れます。

ステップ 10 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

次の作業

ストレージサーバーが以下を行うようシステムを設定します。

•ミーティングの録画。

•災害復旧。詳細については、災害復旧機能の使用, （176ページ）を参照してください。
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ストレージサーバーを適切に運用するために、以下のことを確認してください。

•ストレージサーバーは Cisco WebEx Meetings Serverの外部からアクセス可能です。

•ストレージサーバーの電源が ONになっています。

•ストレージサーバーがネットワークに接続しています。

• Cisco WebEx Meetings Server以外のマシンからのマウント/アクセスが可能です。

•ストレージサーバーはまだ空きがあります。

ユーザーが [CiscoWebExミーティング録画]のページから録画を誤って削除してしまい、その
録画が Network File System（NFS）ストレージサーバーに保存されている場合は、Ciscoテク
ニカルアシスタンスセンター（TAC）に連絡して録画復旧支援を依頼してください。

（注）

災害復旧機能の使用

システム障害やその他の災害が発生した場合に展開を復旧するには、災害復旧機能を使用します。

災害とは、ネットワーククラッシュ、サーバー故障、データセンター障害、またはその他の出来

事が起こったためにシステムが使用できなくなる状態を指します。災害復旧には 2タイプありま
す。

•データセンターが 1か所の場合の災害復旧 -データセンターが 1か所にあり、システムが使
用できなくなった場合には、このデータセンターにシステムを再インストールして状態を復

元できます。

•データセンターが 2か所の場合の災害復旧 -データセンターが 2か所にあり、一方のデータ
センターでシステムが使用できなくなった場合には、もう一方のデータセンターからこのシ

ステムにアクセスして状態を復元できます。

ストレージサーバーを設定すると、システムは毎日バックアップされます。システムのバック

アップについては、最新のバックアップに関する情報がダッシュボードに含まれて通知されます。

システムのバックアップは、一度に 1つしかストレージに保存されません。アップグレードまた
はアップデートを行うと、以前のバージョンの Cisco WebEx Meetings Serverのバックアップが保
持されます。異なる Cisco WebEx Meetings Serverのインストールに対して同じストレージディレ
クトリを使用することはお勧めできません。

災害復旧に関する注：

• 30分以上かかります

•最新のバックアップの設定で現在の設定が上書きされます。

•ユーザーに対してサービスを復元するには、追加手順を実行しなければなりません（詳細に
ついては、この章の「次に行うこと」を参照）。

この手順により、特定のシステム設定、ユーザー情報、ミーティング情報、システムにアップロー

ドされたSSL証明書、およびサイトURLがバックアップされます。バックアッププロセスでは、

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
176

サーバーの設定



個々の仮想マシンに対するVMware資格情報や IPアドレス情報が保存されません。（これらはま
た、仮想マシンをバックアップするために、VMwareが指定した VMwareデータ復元機能もあり
ます。詳細については、http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdfを参照してください。）災
害復旧を行った場合は、以下を含む特定の設定を手動で再適用させる必要があります。

•特定の外部コンポーネン、（CiscoUnifiedCommunicationsManager（CUCM）など）への接続

• SSL証明書（災害復旧システムのホスト名が元のシステムのホスト名と異なる場合）

•単一のデータセンターで展開する場合、任意に同一の IPアドレスまたはホスト名を使用でき
ます。2つのデータセンターで展開する場合、任意にプライマリシステム用の同一の IPアド
レスまたはホスト名を選択できます。

災害が発生し、システムが使用できなくなったら、この手順を実行してください。

はじめる前に

災害復旧手順を行う方法:

•ストレージサーバーが構成されている必要があります。ストレージサーバーが設定されてい
ない場合、災害復旧オプションを利用できず、バックアップも作成されません。詳細につい

ては、「ストレージサーバーの設定」をご覧ください。

•展開の復元が可能なシステムへのアクセスも必要です。データセンターが 1か所の場合と 2
か所の場合の災害復旧について、以下の情報を参照してください。

•復旧システムの展開サイズとソフトウェアバージョンは、元のシステムのものと同じにする
必要があります。

高可用性を持つシステムに関しては、最初に災害復旧を構成し、システムの高可用性を構成

する必要があります。高可用性システムで災害復旧が必要とされる場合は、システムをまず

復元してから、その復元したシステムで高可用性を設定しなければなりません。高可用性に

関する詳細は、「高可用性システムの追加」を参照してください。

手順

ステップ 1 展開の復元が可能なシステムから管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム] > [サーバー] > [ストレージサーバーの追加]の順に選択します。

ステップ 4 [NFSマウントポイント]フィールドにストレージサーバーの名前を入力し、[保存]を選択します。

例：
192.168.10.10:/CWMS/backup.

ステップ 5 [続行]を選択し、災害復旧プロセスを進めます。
復旧システムの展開サイズとソフトウェアバージョンが元のシステムのものと一致した場合に、

災害復旧を続行できます。システムが異なる展開サイズやソフトウェアバージョンの場合、展開

サイズとソフトウェアバージョンが元の展開と合うようにするため、災害復旧でアプリケーショ
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ンを再展開するまで続行できません。 IPアドレスとホスト名は以前導入したものと一致する必要
はありません。

ステップ 6 以下の行動のいずれかを選択して続行します。

• [キャンセル] -ストレージサーバーを追加する前に、既存のシステムをバックアップします。
システムをバックアップしたら、このページに戻り、[続行]を選択して先に進みます。

• [続行] -既存のシステムを上書きして災害復旧を続行します。

災害復旧プロセスが開始します。ここでブラウザを閉じると、プロセスが完了するまでシステム

にサインインできなくなります。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

次の作業

ユーザーに対してサービスを復元するには、次の手順を実行する必要があります。

•電話会議設定を再構成する。詳細については、プランニングガイドの「CUCMの設定」を参
照してください。

• SSO設定を再構成する。詳細については、「フェデレーション SSOを設定する」を参照し
てください。

• SNMP設定を再構成する。詳細については、「SNMPの設定」を参照してください。

•証明書を再設定する。 SSL証明書が復旧システムで設定されているものと一致しない場合
は、SSL証明書をリロードする必要があります。詳細については、「SSL証明書の復元」を
ご覧ください。

•復元されたシステムは最初に、ライセンスフリーモード（6か月間有効）用に設定されます。
以前のシステムのライセンスを復旧システムで再ホストする。詳細については、「ソフト

ウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンスの再ホスト」と「ライセンスにつ

いて」を参照してください。

•サイトURLが現在のVIPを指すようにDNS設定を構成する。復元したシステムのVIPは、
元のシステムのものと異なることがあります。 DNSの設定を完了しないと、復元したシス
テムにサインインしたり復元したシステムでミーティングに参加したりするためにエンド

ユーザーが元のリンクを使用することはできません。詳細については、「仮想 IPアドレス
を変更する」を参照してください。

•ディレクトリ統合用にシステムを設定しLDAP認証を有効にした場合、CUCM資格情報が機
能しているか確認してください。システムをメンテナンスモードから切り替えて再起動を完

了した後、管理サイトにサインインして [ユーザー] > [ディレクトリ統合]を選択して [保存]
を選択します。CUCM資格情報が不正確の場合、エラーメッセージ「不正な資格情報です」
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を受け取ります。エラーメッセージを受信したら、正確な資格情報を入力しもう一度 [保存]
を選択します。詳細については、「ディレクトリ統合の設定」を参照してください。

SNMP の設定
以下の SNMP設定を行います。

•コミュニティ文字列: SNMPコミュニティ文字列は、MIBオブジェクトへのアクセスを認証
し、埋め込み型パスワードとして機能します。

• USMユーザー—付加的なメッセージレベルのセキュリティを提供するユーザーベースのセ
キュリティ（USM）を設定します。既存の USM設定を選択して編集するか、別の USM設
定を追加します。MIB情報の読み込みと書き込み権限を持つ、デフォルトの USMユーザー
である serveradmin以外、構成するすべての新しい USMユーザーにはMIB情報への読み込
み権限しかありません。

•通知先:この機能は、トラップ/通知受信者を設定します。

コミュニティ文字列の設定

コミュニティ文字列およびコミュニティ文字列のアクセス権限の追加と編集を行います。

コミュニティ文字列の追加

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 コミュニティ文字列セクションで、[追加]を選択します。

ステップ 5 [コミュニティ文字列の追加]ページでフィールド入力を完了します。

説明オプション

コミュニティ文字列名を入力します。最小文字数: 256文字コミュニティ文字列名
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説明オプション

コミュニティ文字列のアクセス権限を設定します。このオプションに

は、次の項目があります。

•読み取り専用

•読み取り/書き込み

•読み取り/書き込みの通知

•通知のみ

•なし

デフォルト：読み取り専用

アクセス権限

主催者 IPアドレス情報の種類を選択します。（デフォルト:すべての
主催者からの SNMPパケットを受け入れる）

すべての主催者からの SNMPパケットを受け入れるを選択した場合
は、下にダイアログボックスが表示されます。主催者名および IPア
ドレスをカンマで区切って入力してください。

主催者 IPアドレス情報:

[追加]を選択します。

システムにコミュニティ文字列が追加されます。

ステップ 6 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

コミュニティ文字列の編集

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 コミュニティ文字列セクションでコミュニティ文字列名のリンクを選択します。

ステップ 5 [コミュニティ文字列を編集]ページで必要なフィールドを変更します。

説明オプション

コミュニティ文字列名を変更します。最小文字数: 256文字コミュニティ文字列名
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説明オプション

コミュニティ文字列のアクセス権限を設定します。このオプションに

は、次の項目があります。

•読み取り専用

•読み取り/書き込み

•読み取り/書き込みの通知

•通知のみ

•なし

デフォルト：読み取り専用

アクセス権限

主催者 IPアドレス情報の種類を選択します。

デフォルト：すべての主催者からの SNMPパケットを受け入れる

すべての主催者からの SNMPパケットを受け入れるを選択した場合
は、下にダイアログボックスが表示されます。主催者名および IPア
ドレスをカンマで区切って入力してください。

主催者 IPアドレス情報:

[編集]を選択します。

コミュニティ文字列情報が変更されます。

ステップ 6 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

USM ユーザーの設定
USMユーザーを追加および編集できます。
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USM ユーザーを追加する

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択してから、SNMPセクションの [詳細]を選択します。

ステップ 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 4 SUMユーザーセクションで、[追加]を選択します。

ステップ 5 [USMユーザーの追加]ページのフィールドに入力します。

説明オプション

USMユーザー名を入力して設定します。最大 256文字USMユーザー名

セキュリティレベルを選択します。選択したセキュリティレベルで、

ユーザーに設定するアルゴリズムとパスワードが決まります。このオ

プションには、次の項目があります。

• noAuthNoPriv:認証アルゴリズムとパスワードはありません。また、
ユーザーに対するプライバシーアルゴリズムとパスワードもあり

ません。

• authPriv:ユーザーに対して認証アルゴリズムとパスワードおよびプ
ライバシーアルゴリズムとパスワードを設定できます。

• authNoPriv:ユーザーに対して認証アルゴリズムとパスワードを設
定できます。

デフォルト： noAuthNoPriv

セキュリティレベル

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

デフォルト： SHA

認証アルゴリズム

ユーザーの認証パスワードを入力します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

認証パスワード

ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivの場合に
表示されます。

（注）

デフォルト： AES128

プライバシーアルゴリ

ズム
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説明オプション

ユーザーに対するプライバシーパスワードを入力します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivの場合に
表示されます。

（注）

プライバシーパスワー

ド

ステップ 6 [追加]を選択します。
USMユーザーがシステムに追加されます。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

USM ユーザーを編集

デフォルトのユーザー serveradminは、内部使用されるため、ユーザーは、パスワードしか変
更できません。セキュリティレベル、認証、プライバシーアルゴリズムは変更できません。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択してから、SNMPセクションの [詳細]を選択します。

ステップ 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 4 USMユーザーセクションで USMユーザーを選択します。

ステップ 5 USMユーザーの編集ページで、必要なフィールドを変更します。

説明オプション

USMユーザー名を変更します。最大 256文字USMユーザー名
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説明オプション

セキュリティレベルを選択します。選択したセキュリティレベルで、

ユーザーに設定するアルゴリズムとパスワードが決まります。このオ

プションには、次の項目があります。

• noAuthNoPriv:認証アルゴリズムとパスワードはありません。また、
ユーザーに対するプライバシーアルゴリズムとパスワードもあり

ません。

• authPriv:ユーザーに対して認証アルゴリズムとパスワードおよびプ
ライバシーアルゴリズムとパスワードを設定できます。

• authNoPriv:ユーザーに対して認証アルゴリズムとパスワードを設
定できます。

デフォルト： noAuthNoPriv

セキュリティレベル

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

デフォルト： SHA

認証アルゴリズム

ユーザーの認証パスワードを入力します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

認証パスワード

ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivの場合に
表示されます。

（注）

デフォルト： AES128

プライバシーアルゴリ

ズム

ユーザーに対するプライバシーパスワードを入力します。

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivの場合に
表示されます。

（注）

プライバシーパスワー

ド

ステップ 6 [編集]を選択します。
USMユーザー情報が変更されます。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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通知先を設定する

システムの仮想マシンが SNMP通知を生成する、または以下をトラップするように設定できま
す。

•仮想マシンの開始（コールドスタートトラップ）

•すべての警告条件

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 4 [通知先]の [新しい通知先の追加]を選択します。

ステップ 5 通知先の以下のフィールドに入力します。

説明オプション

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IPアド
レス

宛先ホスト名/IPアドレス

仮想マシンのポート番号

デフォルト： 162

ポート番号

SNMPバージョン

デフォルト： V3

SNMPバージョン

[通知]または [トラップ]を選択します。

デフォルト：トラップ

通知の種類

USMユーザーを選択します。詳細については、
USMユーザーの設定, （181ページ）を参照してく
ださい。

USMユーザー

このオプションは、SNMPバー
ジョンが V3に設定されている場
合にのみ表示されます。

（注）

コミュニティ文字列を選択します。詳細について

は、コミュニティ文字列の設定,（179ページ）を参
照してください。

コミュニティ文字列

このオプションは、SNMPバー
ジョンが V3に設定されていない
場合にのみ表示されます。

（注）

ステップ 6 [追加]を選択します。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
185

SNMP の設定



通知先が追加されます。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

通知先を編集

通知先を設定する

Procédure

Étape 1 管理サイトにサインインします。

Étape 2 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。
Étape 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
Étape 4 通知先リストから通知先リンクを選択します。

Étape 5 通知先の以下のフィールドを編集できます。

説明オプション

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IPアド
レス

宛先ホスト名/IPアドレス

仮想マシンのポート番号

デフォルト： 162

ポート番号

SNMPバージョン

デフォルト： V3

SNMPバージョン

[通知]または [トラップ]を選択します。

デフォルト：通知

通知の種類

USMユーザーを選択します。詳細については、
USMユーザーの設定, à la page 181を参照してくだ
さい。

USMユーザー

このオプションは、SNMPバー
ジョンが V3に設定されている
場合にのみ表示されます。

Remarque
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説明オプション

コミュニティ文字列を選択します。詳細について

は、コミュニティ文字列の設定, à la page179を参照
してください。

コミュニティ文字列

このオプションは、SNMPバー
ジョンが V3に設定されていな
い場合にのみ表示されます。

Remarque

Étape 6 [保存]を選択します。
通知先の変更が保存されます。

Étape 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

ライセンスの管理

この製品の購入時には、6か月間の無料試用期間が付いてきます。無料試用期間が過ぎたら、ユー
ザー用ライセンスの購入が必要です。

ライセンスは埋め込まれたCisc Enterprise LicenseManager（「LicenseManagerを使用したライセン
スのフルフィル」を参照）、eFulfilment（「eFulfilmentを使用したライセンスの注文」を参照）を
使用するか、TACに問い合わせて（「TACへの連絡によるライセンスのフルフィル」を参照）取
得できます。

ライセンスについて

ユーザーベースライセンスについて

この製品は、ホストベースのライセンスをもっています。ミーティングを主催するそれぞれの

ユーザーのためにライセンスを購入する必要があります。以下の用語を理解する必要がありま

す。

•参加者 -ミーティングに出席するミーティングの参加者。ただし、ミーティングを予定した
り、主催することはせず、また参加者がプレゼンタとして指定されない限り、コンテンツの

提示など主催者機能に対するコントロールをもちません。

•ミーティング主催者 -ミーティングの予定を立て、ミーティングに出席し、プレゼンタの指
定やほかの参加者の消音などの一部の機能をコントロールすることが許可されます。

•代理主催者 --ミーティングが予定されるときに、ミーティング主催者がいないときに主催者
の役割を代行する人を示します。ミーティングの予定を立てたミーティング主催者が出席し

ない場合、代理主催者はミーティング主催者とほぼ同じ機能をコントロールできます。代理

主催者として指定された個人とミーティング主催者の両者がミーティングに出席する場合、

代理主催者のステータスはライセンスの観点から参加者になります。
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•主催者より早く参加（JBH） -主催者または代理主催者の到着前に出席者がミーティングに
参加することを許可します。

•重複したミーティング -同じ主催者により同じ日時に予定されている 2つ以上のミーティン
グ。ミーティングの主催者または代理主催者が重複したミーティングを開始すると、追加ラ

イセンスが使われる場合があります。個人は重複ミーティングをスケジュールできますが、

個人は 1度に複数のミーティングを主催できません。あるミーティングの主催者が別のミー
ティングを開始するため、そのミーティングを退出するとき、重複ミーティングが実施さ

れ、主催者としての役割を果たす別の個人の指示の下に最初のミーティングが継続されま

す。

•猶予期間 - 15分の重複する時間。 JBHが有効の場合のみ猶予期間は適用され、主催者ではな
い出席者がミーティングを開始します。

ライセンス使用の計算は毎月行われます (たとえば、1月 1日～ 31日に 1回、2月 1日～ 28日に
1回など)。以下の条件でライセンス数が決まります。

•ライセンスはミーティングをスケジュールすることによって使われることはありません。
ミーティングをスケジュールするとき、ミーティング主催者は代理主催者を指定できます。

代理主催者を指定するか、ほかの人の代わりにミーティングをスケジュールすることによ

り、ライセンスを使うことはありません。ミーティングに出席するとき、ミーティングをス

ケジュールする個人はデフォルトでミーティング主催者として指定されます。

•ライセンスは参加者により使われません。その月にその人がミーティングに参加者として常
に出席し、主催者になることがない場合、その人が使用するライセンス数はゼロです。

•指定された月にミーティングを初めて開始し、そのミーティングの主催者として識別される
人が、1ライセンスを使い、関連付けられます。その人がその月に重複しないミーティング
を開始した場合、追加のライセンスは使われません。次の月に同じ個人がミーティングに主

催者として出席しない場合、その月はその個人により使われるライセンス数はゼロになりま

す。その個人はライセンスを使わずに、参加者としてミーティングに出席できます。

•ミーティングの主催者として重複したミーティングに出席するたびに、その個人により 1つ
の追加ライセンスが使われ、関連付けられます。 1人の個人により使われるライセンスの合
計数は、その人が主催する重複ミーティングのもっとも多い数により決まります。同時に 2
つのミーティングに主催者の役割で出席する個人は、その月に対して 2つのライセンスを使
い、関連付けられます。個人が同時に重複する期間の 3つのミーティングを開始する場合
は、3つのライセンスが使われます。以下同様になります。同じ個人が主催者としてミー
ティングに出席し、ミーティング終了前に退出し、別のミーティングに主催者として出席す

る場合、その個人は、2つのライセンスが必要になります。

•個人がその月にライセンスを使っていない代理主催者として識別される個人がミーティング
を開始した場合、ミーティングの主催者が参加するときには追加のライセンスは使われませ

ん。

•その月にまだライセンスを使っていない代理主催者が主催者としてミーティングに参加し、
ミーティングをスケジュールしたミーティング主催者がそのミーティングに参加しなかった

場合、代理主催者は 1つのライセンスを使用し、関連付けられます。
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システムで主要なアップグレードまたは障害回復処理を実行する場合は、新しい仮想マシンを構

成し、新しくライセンスを取得することが必要です。 (「ソフトウェアアップグレードまたはシス
テム拡張後のライセンスの再ホスト」を参照してください。)

以下の表で示されたサンプルのシナリオのように、各ユーザーごとに毎月のライセンス使用がカ

ウントされます。表にあるそのシナリオは、ユーザーがその月にミーティングを主催するのが初

めてというような、すべての例を想定しています。

ライセンスが使用されま

した

ミーティング時間ミーティング開催

日

シナリオ

09:00 a.m.～ 10:00 a.m.1月 1日ユーザーAはミーティング
をスケジュールしました

が、ミーティングは開始さ

れません。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.1月 2日ユーザーBはミーティング
を開始します。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.
2:00 p.m.～ 2:30 p.m.

10:00 a.m.～ 11:00 a.m.

1月 3日
1月 3日

1月 4日

ユーザー Cは重複しない
2つ以上のミーティングを
主催します。

29:00 a.m.～ 10:00 a.m.
09:30:00 a.m.～ 10:00
a.m.

1月 6日
1月 6日

ユーザーDは同じ日時に重
複する 2つのミーティング
に出席します。

3
開始された各ミーティン

グの主催者により1つの
ライセンスが使用され、

代理主催者により1つの
ライセンスが使用されま

す。

9:00 a.m.～ 10:00 a.m.

09:30:00 a.m.～ 10:00
a.m.

1月 6日

1月 6日

ユーザーEは同じ日時に重
複する 2つのミーティング
を開始します。両方のミー

ティングを開始した主催者

と代理主催者が 2番目の
ミーティングを主催しま

す。

2
元の主催者のそれぞれに

対して1つ、および代理
主催者に対して1つ、そ
のミーティングの1つが
継続しました。

9:00 a.m.～ 10:00 a.m.
9:00 a.m.～ 10:00 a.m.

1/7/2014 12:00:00
AM
1/7/2014 12:00:00
AM

ユーザー Fは同じ日に 2つ
のミーティングを開始し、

両方のミーティングを退出

します。ミーティングはそ

れぞれ、代理主催者により

主催されます。
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ライセンスが使用されま

した

ミーティング時間ミーティング開催

日

シナリオ

2
元の主催者のそれぞれに

対して1つ、および代理
主催者に対して1つ、そ
のミーティングの1つが
継続しました。

9:00 a.m.～ 10:00 a.m.

09:30:00 a.m.～ 10:00
a.m.

1月 8日
1月 8日

ユーザーGがミーティング
を主催し、ミーティング中

にホスト権限を他の参加者

に渡します。最初のミー

ティングの主催者は次に 2
つ目のミーティングを開始

し、最初のミーティングと

同時に実施します。

29:00 a.m.～ 10:00 a.m.
9:00 a.m.～ 10:00 a.m.

1月 11日
1月 11日

ユーザー Hは [主催者より
早く参加]を有効にした
ミーティングを開始しま

す。主催者はミーティング

に参加します。そして、

ユーザーは最初のミーティ

ングと同時に実行される 2
番目のミーティングをスケ

ジュールしますが、ミー

ティングの参加者はすべて

電話会議のみ（ウェブ部分

は除く）のオプションを選

択して参加します。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.1月 11日ユーザー Jがミーティング
の予定を立てます。 [主催
者より早く参加]を有効。
参加者は参加しましたが、

ミーティング主催者も代理

主催者がミーティングに出

席せず、またすべての参加

者がミーティングを退出し

ています。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.
09:10:00 a.m.～ 10:00
a.m.

1月 12日
1月 12日

ユーザー Kは [主催者より
早く参加]を有効にした
ミーティングを開始しま

す。JBH出席者は主催者の
代理として 2番目のミー
ティングを開始します。猶

予期間が終了する前に主催

者は退出し、最初のミー

ティングが終了します。
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ライセンスが使用されま

した

ミーティング時間ミーティング開催

日

シナリオ

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.
10:00 a.m.～ 11:00 a.m.

11:00 a.m.～ 12:00 p.m.

1月 12日
1月 12日

1月 12日

ユーザーLは、同じ日付の
異なる時刻にアカウント 1
、アカウント 2、アカウン
ト 3を使いながら、3つの
パーソナル会議（ウェブ部

分を除く）を開始します。

39:00 a.m.～ 10:00 a.m.1月 14日ユーザーMは、同じ日時
にアカウント 1、アカウン
ト 2、アカウント 3を使い
ながら、3つのパーソナル
会議（ウェブ部分を除く）

を開始します。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.
11:00 a.m.～ 12:00 p.m.

1月 14日
1月 14日

ユーザー Nは[主催者より
早く参加]を有効にした
ミーティングを開始し、

パーソナル会議（ウェブ部

分を除く）を、同じ日付の

違う時刻に開始します。

29:00 a.m.～ 10:00 a.m.
9:00 a.m.～ 10:00 a.m.

1月 15日
1月 15日

ユーザー Pは[主催者より
早く参加]を有効にした
ミーティングを開始し、

パーソナル会議（ウェブ部

分を除く）を同じ日時に開

始します。

19:00 a.m.～ 10:00 a.m.
（パーソナル会議）

9:15 a.m.～ 10:00 a.m.
（パーソナル会議に関

連して開始されるウェ

ブミーティング）

1月 16日
1月 16日

ユーザーQはパーソナル会
議を開始し（ウェブ部分で

はなく）、その後まもな

く、重複するウェブ部分を

開始します。

[レポート]ページから、1月の間に使用されるライセンス数を提供するレポートを要求できます。
さらに、毎月のライセンス使用トレンドを示すPDFサマリーレポートの表示をお勧めします。全
体のライセンス傾向を見ることにより、社内におけるこのシステムの使用の増加に合わせて今後

のライセンス使用を効率的に計画することができます。
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システムでは、ライセンス使用がシステム上にインストールされているライセンス数を越える

ことが可能です。管理者に「ライセンス使用数が超過されました」のメールとダッシュボー

ド通知が送信され、ライセンス使用数を下げるか、6か月以内に追加のライセンスを購入する
かのどちらかを行う必要があることが通知されます。この6か月の期間中に、システムはユー
ザーのために正常に機能します。ライセンス使用数を下げなかったり、6か月後に追加のライ
センスを購入しなかった場合、管理者が追加のライセンスをインストールするまですべての

ユーザーのシステムがシャットダウンされます。

システムがシャットダウンされたら、ユーザーはミーティングのスケジュール、主催、または

参加、あるいはミーティング録画へのアクセスができなくなります。ユーザーにはWebExサ
イトに移動したら、「サイトメンテナンス中」というメッセージが表示されます。管理サイ

トは正常に機能するので、管理者はライセンス使用数の超過の状態に対応するためにサインイ

ンして、ライセンスを追加できます。追加のライセンスがインストールされた後、ユーザー

はWebExサイトにアクセスし、ミーティングを主催し、ミーティングを終了し、録画にアク
セスできます。

注意

6 か月の無料試用期間

初めて本製品にサインインし、初期設定ウィザードを完了すると、180日間の無償トライアルモー
ドが開始します。無料試用期間中、管理者はシステムの設定を行い、ユーザーはミーティングを

スケジュール、主催、出席できます。管理サイトの上部に無償トライアルモードの残り日数を示

すバナーが表示されます。無償トライアルモードが終了する 30日前に、ライセンスを購入して
インストールしないとシステムが使えなくなることを知らせるメールが送られてきます。

無料試用期間が終了すると、システムは無効になります。システムにサインインできますが、ラ

イセンスを追加するまで他の機能は使えません。ライセンスの管理の詳細については、『ライセ

ンスの管理』の「ライセンスの管理」セクションを参照してください。

ライセンスの再ホスト

CWMSソフトウェアをアップグレードしたか、既存のシステムが拡張された場合、ライセンスの
再ホストにより、古い有効なライセンスをアップグレードまたは拡張されたシステムで使用でき

るようにします。『ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンスの再ホス

ト』の「ソフトウェアアップグレードまたはシステム拡張後のライセンスの再ホスト」を参照し

てください。

ライセンスを取得する

ライセンスのご注文は、Cisco販売担当者にご連絡ください。販売担当者に連絡する際には、必
要なライセンス数を伝える必要があります。会社でミーティングを主催する各従業員に対して1
つのライセンスが必要です。

必要なライセンス数を決めるにはいくつかの方法があります。ダッシュボードを使って使用状

況、リソース履歴、ミーティングトレンドを表示し、システムでミーティングを主催および出席

しているユーザーの数を判断します。製品を数か月使用した後、月別サマリーレポートやカスタ

マイズした詳細レポートを使用して必要なライセンスの数を判断します。月別サマリーレポート
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は、使用したサービスとユーザーライセンスの数を表示します。採用サービスの統計は、過去 3
か月間の採用率と今後 3か月間の採用予測を表示して、システムを使用する新規ユーザーの割合
を表示します。ユーザーライセンスの統計は、過去 3か月間のライセンス使用状況と今後 3か月
間の使用予測を表示します。

埋め込まれた Cisco Enterprise License Manager、eFulfilmentを使用するか、TACに連絡することに
より、ライセンスを取得することができます。『ライセンスの管理』の「ライセンスの管理」を

参照してください。

ライセンスの超過

ライセンスを購入してシステムに設定したら、システムのアクティブである主催者全員にライセ

ンスが足りているか確認します。システムは、30日ごとにアクティブである主催者全員にライセ
ンスが足りているか確認します。ライセンス数は毎月リセットされます。システムのアクティブ

である主催者数がライセンスの数より多いと、管理者にライセンスの過剰使用を伝えるメールが

送られます。 6か月の猶予期間にシステムのライセンスの使用数を減らす、あるいはライセンス
数を増やして、アクティブである主催者数に合わせないと、アクティブである主催者数が超えて

しまいます。 6か月の期間が終了する前にライセンスの使用数を減らすか、使用数に合うライセ
ンス数を購入しないと、システムが無効になります。無効になる日付は、管理者に送られるメー

ル通知に記されています。

システムは、管理サイトに表示されるライセンス数をチェックして調整します。監査担当者は毎

日 1回（午前 2時）に必要に応じて使用したライセンス数を調整します。毎月の最終日に、シ
ステムがライセンス使用数を確認します。主催者の数がライセンスの数を下回ると、ライセンス

の過剰使用状態が終わります。主催者の数がライセンスの数より多い状態が続くと、過剰使用の

状態が続いていること、およびシステムが無効になる日付を記した新しいメール通知が毎月管理

者に送られます。

6か月続けてライセンスの過剰使用状態にあると、システムが無効となり、管理者はそれを伝え
るメールを受け取ります。システムが無効になると、ユーザーはそのシステムでミーティングを

スケジュール、主催、出席、録画へのアクセスできなくなります。管理サイトは通常通り機能し

ているため、管理者はサインインしてライセンスを追加できます。管理者がシステムにライセン

スを追加すると、ユーザーは再びミーティングをスケジュール、主催、出席、録画へのアクセス

できるようになります。

一時ライセンス

システムに一時ライセンスを設定すると、管理サイトの各ページに一時ライセンスを使用してい

ることが分かるバナーが表示されます。このバナーには、設定した一時ライセンスの数とその有

効期限が表示されます。一時ライセンスの期限が切れると、システムは以前のライセンス使用状

態に戻ります。

期限切れライセンス

システムをアップグレードした場合は、ライセンスも更新する必要があります。システムをアッ

プグレードすると、ライセンスを更新するために 6か月の猶予期間が与えられたことを知らせる
メールが管理者に送られます。この 6か月が過ぎる前にライセンスを更新しないと、システムが
無効になります。無効になる日付は、管理者に送られるメール通知に記されています。
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システムは、管理サイトに表示されるライセンス数をチェックして調整します。監査担当者は毎

日1回（午前2時）に必要に応じて期限切れのライセンスを調整します。毎月最終日に、システム
はライセンスが以前の期間から更新されているか確認します。ライセンスが更新されると、期限

切れライセンスの状態が終了します。ライセンスが更新されていないと、ライセンスの期限が切

れている状態が続いていることと、システムが無効になる日付を記したメールが毎月管理者に送

られます。

6か月が過ぎてもライセンスの期限が切れている場合は、システムが無効になり、それを知らせ
るメール通知が管理者に送られます。システムが無効になると、ユーザーはそのシステムでミー

ティングをスケジュール、主催、出席、録画へのアクセスできなくなります。管理サイトは通常

通り機能するため、管理者がサインインしてライセンスを更新することができます。管理者がラ

イセンスを更新すると、ユーザーは再びミーティングをスケジュール、主催、出席、録画へのア

クセスできるようになります。

プライム・ライセンス・マネージャ（PLM）の接続切断

ライセンスを購入時、購入者は、埋め込み式の PLMツールを使用して PAKを入力してライセン
スを登録します。 PLMは毎月 12時間ごとに同期を実施してライセンスの状態と最新のコンプラ
イアンス時刻を更新します。 PLMに接続せずに2日間が経過すると、PLMがシステムと同期でき
ないことを知らせるメールが管理者に送られます。PLMに再接続するために 6ヶ月の猶予期間が
与えられます。 6ヶ月の期間が終了する前にシステムがPLMに再接続しないと、システムが無効
になります。無効になる日付は、管理者に送られるメール通知に記されています。

毎月月末にシステムがPLMに接続できないことと、システムが無効になる日付を記したメールが
管理者に送られます。 6ヶ月間の猶予期間が終了する前にシステムがPLMに再接続されると、こ
の状態が終了します。

6ヶ月が過ぎてもシステムが PLMに接続できない場合は、システムが無効になり、それを知らせ
るメールが管理者に送られます。システムが無効になると、ユーザーはそのシステムでミーティ

ングをスケジュール、主催、出席、録画へのアクセスできなくなります。管理サイトは普段通り

に使用できるため、管理者はシステムにサインインできますが、システムがPLMに再接続されな
い限り、この状態が解除されず、ミーティングのスケジュール、主催、出席、録画へのアクセス

ができる状態に復旧されません。

新しいライセンスを必要とするアクション

以下のシステム変更アクションは、新しいライセンスをインストールすることを要求します。

•拡張 -詳細については、「システムのより大きなサイズへの拡張」を参照してください。

•アップグレード -詳細については、「システムのアップグレード」をご覧ください。

•災害復旧 -詳細については、「災害復旧機能の使用」を参照してください。

License Manager を使用したライセンスのフルフィル
内蔵された Cisco Enterprise License Managerを使用してライセンスを取得します。
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はじめる前に

ライセンスのご注文は、Cisco販売担当者にご連絡ください。販売担当者は、製品認証キー（PAK）
を含むメールを送信します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択してから、[ライセンス]セクションの [詳細]リンクを選択します。

ステップ 3 [ライセンス管理]を選択します。
ブラウザで新しいタブまたは Cisco Prime License Manager（PLM）を含むウィンドウを「開きま
す。

PLMのこのバージョンは、Cisco WebEx Meetings Serverに内蔵されています。 PLMサ
イトは外部のウェブサイトではありません。

（注）

ステップ 4 [ライセンス管理] > [ライセンス]の順に選択します。

ステップ 5 [ライセンス生成リクエスト]を選択します。
ライセンスの要求と次のステップダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 フィールドに選択したテキストをコピーして、[Ciscoライセンスの登録]を選択します。

ステップ 7 Ciscoアカウントでログインしてください。

ステップ 8 Cisco販売担当者から受け取った PAKを [製品認証キー]フィールドに入力し、[次へ]を選択しま
す。

PAK入力ページが表示されます。

ステップ 9 前述の手順でコピーしたライセンスの内容をフィールドに貼り付け、購入するライセンスの数を

入力したら、[次へ]を選択します。

ステップ 10 ページの入力内容を確認し、[ライセンス規約に同意する]を選択します。

ステップ 11 連絡先のメールアドレスが正しいことを確認してください。オプションで、[送信先]フィールド
の連絡先のメールアドレスを変更できます。

ステップ 12 [ライセンス取得]を選択します。
[ライセンスリクエストの状態]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 13 以下のいずれかの方法でライセンスファイルを取得します。

• [ダウンロード]を選択して、ライセンスファイル（.bin）をダウンロードします。

•メールで受信した ZIPファイルからライセンスファイル（bin）を取り出します。

ステップ 14 管理サイトに戻り、[システム]を選択して、ライセンスセクションの [詳細]リンクを選択します。

ステップ 15 [ライセンス管理]を選択します。
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ブラウザで新しいタブまたは Cisco Prime License Manager（PLM）を含むウィンドウを「開きま
す。

ステップ 16 [ライセンスファイルのインストール]を選択します。

ステップ 17 [参照]を選択し、ダウンロードした、またはメールのZIPファイルから解凍されたライセンスファ
イル (.bin)を選択します。

ステップ 18 [インストール]を選択します。
ライセンスファイルがインストールされます。表示されたライセンス情報が正しいことを確認し

ます。

ステップ 19 [フルフィルメント日]列の [現在]を選択します。
[ライセンスフルフィルメント]ページが表示されます。 [フルフィルされたライセンス]セクショ
ンに表示された情報が正しいことを確認します。

eFulfilment によるライセンスのフルフィル
ウェブサイトを使用せずに、ライセンスマネージャーで製品認証キー（PAK）を入力して、ライ
センスの注文をフルフィルします。

はじめる前に

ライセンスのご注文は、Cisco販売担当者にご連絡ください。販売担当者は、製品認証キー（PAK）
を含むメールを送信します。

eFulfillmentには、システムとCisco Systems, Inc.の間のネットワーク接続を確立できる必要があり
ます。システムがアクセス不可能なファイアウォールの背後にないことを確認します。アクセス

が許可されない場合、ファイルベースのフルフィルメントを使用するか（「License Managerを使
用したライセンスのフルフィル」を参照）、TACに連絡してライセンスの注文の事例をオープン
（「TACへの連絡によるライセンスのフルフィル」）してもらってください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [システム]を選択してから、[ライセンス]セクションの [詳細]リンクを選択します。

ステップ 3 [ライセンス管理]を選択します。
ブラウザで新しいタブまたは Cisco WebEx Meetings Serverに埋め込まれた Cisco Prime License
Manager（PLM）を含むウィンドウを「開きます。（PLMサイトは外部のウェブサイトではあり
ません。）

ステップ 4 [PAKからのライセンスのフルフィルメント]を選択します。
[PAKからのライセンスのフルフィルメント]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 Cisco販売担当者から受け取った PAKを [製品認証キー]フィールドに入力し、[次へ]を選択しま
す。
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PAK入力ページが表示されます。

ステップ 6 [新しいPAKからのライセンスの追加]を選択します。

ステップ 7 [* PAKコード]ボックスに PAKコードを入力し、[次へ]を選択します。

ステップ 8 cisco.comのユーザー IDとパスワードを使用してログインします。
[ライセンスのフルフィル]ウィンドウが表示され、使用可能なライセンス数を示します。

ステップ 9 [アクション]列の [フルフィル]を選択します。

ステップ 10 [インストール]列をクリックして、値を編集します。

ステップ 11 このシステムでフルフィルするライセンスの数を入力します。PAKが部分的なフルフィルメント
をサポートする場合、範囲は 1から PAKの残りのライセンス数です。

ステップ 12 [保存]を選択します。

ステップ 13 [OK]を選択します。
[ライセンスのフルフィル]ウィンドウが表示されます。 [インストール]列の値は、フルフィルす
ることにしたライセンスの数を示します。

ステップ 14 [次へ]を選択します。
[コンテンツの見直し]ウィンドウが表示されます。 [現在の値]列は、アクティブなライセンスの
数を示します。 [フルフィルメント後]列には、eFulfillmentが完了した時にあるライセンスの数を
示します。

ステップ 15 [次へ]を選択します。

ステップ 16 [このボックスをチェックして、私はエンドユーザーライセンス合意書の条件を読み、理解し、拘
束されることに合意することを認めます]を選択します。

ステップ 17 [完了]を選択します。
ライセンスをフルフィルするために、Ciscoにライセンスマネージャを接続する間、[ライセンス
サーバーに接続中]進捗バーが表示されます。 eFulfillmentが完了すると、新しい行が [ライセン
ス]ウィンドウに追加されます。 [フルフィルメント日]列には、現在の日付の後に「 -現在」と続
いて表示されます。このリンクを選択して、ライセンスの詳細を表示することができます。この

システムにインストールされるライセンスの種類と数も示されます。

TAC への連絡によるライセンスのフルフィル

はじめる前に

登録 ID番号を取得します。登録 ID番号は、エンタープライズライセンス管理ツールを開き、
[バージョン情報]を選択して確認できます。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート]を選択して、TACの番号に電話します。

ステップ 3 ケースを申請し、追加ライセンスの番号を要求します。
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Ciscoは、要求を処理して、システムに追加ライセンスを許可します。

ステップ 4 [システム]を選択します。

ステップ 5 [ライセンス]セクションをチェックし、追加したライセンスを確認します。
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第 14 章

設定を行う

このモジュールでは、設定を行う方法について説明しています。

• 会社情報の設定, 200 ページ

• ブランドの設定, 201 ページ

• ミーティングの設定, 202 ページ

• 音声設定の構成について, 205 ページ

• ビデオの設定, 210 ページ

• 携帯用の設定, 210 ページ

• サービスの質（WoS）の設定, 211 ページ

• パスワードの設定, 213 ページ

• メールの設定, 217 ページ

• ダウンロードの設定, 241 ページ

• 証明書の管理, 243 ページ

• SSL証明書の生成, 244 ページ

• SSO IdP証明書をインポートする, 252 ページ

• 安全な電話会議証明書をインポートする, 252 ページ

• ユーザーセッションセキュリティの設定, 253 ページ

• フェデレーション SSOを設定する, 254 ページ

• クラウド機能の設定, 259 ページ

• 仮想マシンのセキュリティの設定, 259 ページ

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
199



会社情報の設定

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 言語設定を変更する場合は、[メンテナンスモードをオンにする] を選択後に [続行] を選択して確

認します。

[企業情報]ページで他の設定を修正する場合は、メンテナンスモードをオンにする必要

はありません。

（注）

ステップ 3 [設定] を選択します。他の設定ページを開いている場合は、[設定] セクションの [会社情報] を選

択します。

ステップ 4 ページのフィールドへの入力が完了したら、 保存 を選択します。

説明オプション

あなたの会社または組織名会社名

住所 1行目住所 1

住所 2行目番地 2

あなたの市区町村名。市区町村

都道府県の名前都道府県

ZIP または郵便番号郵便番号

あなたの国名国

会社の電話番号を国コードと市外局番を含めて

表示するドロップダウンメニュー。

会社電話

あなたのタイムゾーンタイムゾーン

あなたの使用言語言語の設定は以下に影響しま

す。

• 管理者が初めて管理者アカウントを有効に

したときに表示されるログインページ。

• コールイン電話会議で再生される音声プロ

ンプトのデフォルト。

言語
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説明オプション

あなたの所在地ロケール設定は時間、日付、通

貨単位、および数字などの表示に影響します。

言語設定

ステップ 5 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

ブランドの設定

はじめる前に

ブランド設定の前に以下を準備します。

•会社ロゴを含む 120x32 PNG、GIF、またはJPEG形式の画像

•会社のプライバシーステートメントの URL

•会社のサービス利用規約の URL

•会社のサポート URL

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [ブランド設定]の順に選択します。

ステップ 3 ページのフィールドへの入力が完了したら、 保存 を選択します。

説明オプション

ロゴファイルを閲覧します。ロゴは、PNG、JPEG、または GIF
形式である必要があります。最大寸法 120x32ピクセルで、最大
ファイルサイズ 5MBです。

会社ロゴ

会社のプライバシーステートメントの URLを入力します。プライバシー規約

会社のサービス利用規約の URLを入力思案す。サービス規約

入力したテキストは、エンドユーザーおよび管理者に送信するす

べてのメールのフッターとして使用されます。

カスタムフッターテキスト
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説明オプション

このオプションは、デフォルトの背景色を使用しないときに選択

します。これはすべてのブラウザバーおよびメールに影響しま

す。

ヘッダーの背景色

会社のサポート用ウェブページの URLを入力します。サポートセンターの URL

会社ロゴの削除

はじめる前に

透過性 120x32の PNGまたは GIFファイルを作成します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [ブランド設定]の順に選択します。

ステップ 3 会社ロゴフィールドで、[参照]を選択し、透過性 120x32の PNGまたは GIFファイルを選択しま
す。

ステップ 4 [保存]を選択します。
以前の会社ロゴが空白の PNGまたは GIFファイルにより置換されます。元のロゴが削除されて
いるか確認します。

ミーティングの設定

参加者が使用できる機能を管理するようにミーティングを設定します。以下の機能を設定しま

す。

•ミーティング参加の設定

• 1ミーティングの最大参加者数 (ミーティングサイズ)

この設定は、実装時に設定したシステムサイズに依存します。詳細について

は、システムのサイズを確認する, （32ページ）を参照してください。
（注）

•参加者権限
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [ミーティング] の順に選択します。

ステップ 3 ミーティング参加の設定で、オプションを選択します。

デフォルト設定は、[参加者が主催者より先にミーティングに参加することを許可する] 、[参加者

が主催者より先に電話会議に参加することを許可する] 、[最初の参加者がプレゼンタになる] で
す。 [参加者が主催者より先にミーティングに参加することを許可する] と [参加者が主催者より

先に電話会議に参加することを許可する] が選択されている場合、参加者は開始時間の 15 分前か

ら会議に参加できます。 [参加者は主催者より前にミーティングに参加できる] を選択している場

合、参加者は、開始より15分前にミーティングに参加することができます。

[参加者は主催者より前にミーティングに参加できる] の選択を解除すると、自動的に

[最初の参加者がプレゼンタになる] 機能が解除されます。

（注）

ステップ 4 スライダをドラッグして最大参加者数を選択します。システムの最大参加者数は、実装時に設定

します。システムサイズの設定の後で、対応する最大参加者数を設定します。

最小ミーティングサイズシステムサイズ

5050

100250

100 （HA なし)、250（HA 付き）800

100 （HA なし)、250（HA 付き）2,000

ステップ 5 参加者の権限セクションで、オプションを選択します。チャット、投票、ドキュメントのレビュー

とプレゼンテーション、共有とリモート制御がデフォルトで選択されています。ユーザーのコン

トロールに選択した参加者の権限が表示されます。

録画はデフォルトで選択が解除されています。 [録画] を選択してレコードを録画し、ストレージ

サーバーにミーティングを録画します。

ストレージサーバーで録画を有効にする必要があります。詳細については、ストレー

ジサーバーの設定, （174 ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 6 [保存] を選択します。

ミーティング録画について

Cisco WebEx Meetings Serverは、次の要素に応じて、異なるミーティングセキュリティ機能を有効

にします。

• ユーザータイプ主催者、代理主催者、ユーザー（サインイン）、およびゲスト
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•ミーティングにはパスワードがあるか、ない場合があります。

•パスワードはミーティングの招待状に表示されない場合と表示される場合があります。

•パスワードはメールのミーティングの招待状に表示されない場合と表示される場合がありま
す。

•ミーティングの参加ページに表示される動作（下表を参照）

表 1：ミーティングをスケジュールするときにパスワードを除外する

ミーティングの詳細ページを

表示

メール招待状とリマインダに

表示されるパスワード

ユーザータイプ

はいはい主催者

はいはい代理主催者

いいえいいえ出席者の招待

いいえいいえ転送される出席者

表 2：ミーティングをスケジュールするときにパスワードを含める

ミーティングの詳細ページを

表示

メール招待状とリマインダに

表示されるパスワード

ユーザータイプ

はいはい主催者

はいはい代理主催者

はいはい出席者の招待

はいはい転送される出席者

•主催者がオン/オフの前に参加します。

◦オン:出席者/ゲスト/招待された出席者は、主催者の前に予定開始時間の 15分前にミー
ティングに参加できます。

◦オフ出席者/ゲスト/招待された出席者は主催者の前にミーティングに参加できません。
主催者または代理主催者がミーティングを開始した後に、出席者が参加できます。

•主催者がオン/オフの前に電話会議に参加します。

◦オン:主催者がミーティングクライアントで電話会議を開始しない場合、出席者は主催
者の前に電話会議に参加できます。

◦オフ主催者がミーティングクライアントで電話会議を開始しない場合、出席者は主催者
の前に電話会議に参加できません。

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
204

ミーティングの設定



•最初の出席者がオン/オフを指定できます。

◦オン:主催者の前に参加できるように設定されている場合、最初の出席者がプレゼンタ
になります。

◦オフ主催者が常に決定権を持ちます。

音声設定の構成について

初めて音声設定を構成する場合は、ウィザードが CUCM SIP構成と発信用アクセス番号の設定を
案内します。ウィザードを完了して音声の初期設定を構成したら、すべての他の音声設定を構成

できます。

初めて音声設定を行う

初めて音声設定する場合は、使用する機能を指定し、CUCM設定を行う必要があります。ウィ
ザードが初回インストールの手順を案内します。

はじめる前に

音声設定を開始する前に、必ず電話会議を有効にして、CUCMを設定してください。可用性の高
い電話会議を提供する予定の場合は、2つのシステムに CUCMを設定する必要があります。詳し
くは、『プランニングガイド』を参照してください。開始するには、以下の情報が必要です。

•参加ユーザーがミーティングへの発信に使用する発信用アクセス番号の一覧を準備します。

• CUCM IPアドレス

• (オプション) TLS/SRTP電話会議暗号化の使用を計画している場合は、有効な安全会議証明
書を取得してください。詳細については、「安全な電話会議証明書をインポートする」をご

覧ください。

この機能は、ロシアまたはトルコでは利用できません。（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定] > [ >音声]の順に選択します。
音声ページが表示され、現在の音声機能が表示されます。

ステップ 4 [次へ]を選択します。
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[SIPの構成]ページが表示されます。このページは、各サーバータイプに対する IPアドレスや
ポート番号など、CUCMの構成に必要な SIP構成情報を表示します。

ステップ 5 [次へ]を選択します。
電話会議を有効にする: CUCM設定ページが表示され、現在の設定を表示します。

ステップ 6 [編集]を選択して設定を変更します。
CUCM (Cisco Unified Communications Manager)ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 CUCM (Cisco Unified Communications Manager)ダイアログボックスで以下のフィールドに入力
します。

a) CUCM 1 IPアドレス、およびオプションで CUCM 2 IPアドレスに IPアドレスを入力します。
CUCMのアプリケーションポイントのSIPトランクに構成されているデバイスプールの設定と
して Cisco Unified Communications Managerグループの一部であるプライマリおよびオプション
としてセカンダリCUCMノードに、この IPアドレスを対応させる必要があります。詳細につ
いては、『プランニングガイド』の「アプリケーションポイント用の SIPトランクの設定」を
参照してください。

CUCM 2は、必須ではありませんが、可用性の高い電話会議の場合は推奨していま
す。

（注）

b) システムのポート番号を入力します。ポート番号は、CUCMに割り当てられているポート番
号と一致する必要があります。 (デフォルト： 5062)

c) [トランスポート]ドロップダウンメニューを使用して、システムの転送方法を選択します。
(デフォルト： TCP）

転送タイプにTLSを選択している場合は、各CUCMサーバーに有効かつ安全な会議
用証明書をインポートし、SSL証明書をエクスポートして CUCMにアップロード
し、システムの完全修飾ドメイン名（FQDN）を各 CUCMサーバーの SIPドメイン
名に設定する必要があります。証明書のインポートについては、『プランニングガ

イド』の「安全な電話会議証明書をインポートする」を、また CUCMについては
「CUCMの設定」を参照してください。

（注）

d) [続行]を選択します。

新しいまたは更新された CUCM設定が、電話会議を有効にする: CUCM設定ページに表示されま
す。

ステップ 8 [次へ]を選択します。
電話会議を有効にする:アクセス番号設定ページが表示されます。

ステップ 9 [編集]を選択します。
[発信用アクセス番号]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10 [追加]を選択して発信用アクセス番号を追加します。
ダイアログボックスに電話ラベルと番号が追加されます。 [追加]を選択する都度、ダイアログボッ
クスに追加行が追加されます。

ステップ 11 追加して各アクセス番号に対する [電話ラベル]および [電話番号]を入力し、番号の追加が完了し
たら [継続]を選択します。

CUCMで設定した番号のみを追加してください。追加した数値は、メール招待状と
Cisco WebEx Meetingsクライアントに表示されます。

（注）
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例：

[電話ラベル]に "Headquarters"、[電話番号]に "888-555-1212"を入力します。
入力したアクセス番号がシステムに追加され、[電話会議を有効にする:アクセス番号の設定]ペー
ジに戻ります。このページには、これまでに設定したアクセス番号の数が表示されます。

ステップ 12 [保存]を選択します。
ウィザードは、電話会議機能の構成が正常に完了したことを通知します。

ステップ 13 (オプション) [表示名]ダイアログボックスに表示名を入力します。

ステップ 14 (オプション) [発信者 ID]ダイアログボックスに有効な発信者 IDを入力します。
発信者 IDは、数字およびダッシュ（-）のみを使用して、最大32文字で
す。

（注）

ステップ 15 (オプション) WebExコールバックを受け取るを構成します (デフォルト: 1を押してミーティング
に接続する）。オプションでこのオプションを選択して、1を押すというミーティングに接続す
る要件を省略します。

電話システムが 1を送信できない場合以外は、このオプションの選択はお勧めしませ
ん。

（注）

ステップ 16 (オプション) [電話による参加と終了音]を選択します。

•ビープ（デフォルト）

•サウンドなし

•名前のアナウンス

ステップ 17 （オプション）システムが IPv6に設定されている場合は、[IPv6電話会議]の設定を[オン]または
[オフ]に設定します。 (デフォルト：オフオフに設定すると、設定が IPv4になります。

IPv6が設定されていないシステムでは、[IPv6電話会議]オプションは使用できませ
ん。

（注）

ステップ 18 ユーザーが Cisco WebExミーティングの音声部分にダイアルしたとき、またはコールバックサー
ビスを使うときに聞くシステムの音声言語を選択します。

ステップ 19 [保存]を選択します。

ステップ 20 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

音声設定を設定する

はじめる前に

音声をまだ構成していない場合は、初めて音声設定を行う,（205ページ）セクションを参照して
ください。
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コールインアクセス番号、表示名、発信者 ID音声設定を設定または変更する場合は、メンテ
ナンスモードをオンにする必要はありません。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定] > [音声]の順に選択します。

ステップ 4 音声機能の編集設定を行います。

説明オプション

•ユーザー発信/コールバックを受け取る:ユーザーが特定の電
話番号に電話する、またはシステムからコールバックを受け

ることで電話会議に参加することが可能です。

•ユーザー発信:ユーザーが特定の電話番号に電話して電話会
議に参加することが可能です。

•オフ:すべての電話機能を無効にします。

WebEx音声

•日時:

•オフ

コンピュータを使って音声に

接続します。

ステップ 5 [電話会議設定の編集]セクションで、CUCM（Cisco Unified CommunicationsManager）の [編集]リ
ンクを選択して、設定を変更します。

説明オプション

CUCM 1システムのホスト名と IPアドレスを入力します。CUCM 1 IPアドレス

(オプション) CUCM2 (ロードバランシング)システムのホスト名と IPアド
レスを入力します。

CUCM 2は、必須ではありませんが、可用性の高い電話会議の
場合は推奨しています。

（注）

CUCM 2 IPアドレス

有効なポート番号を入力します。ポート番号が CUCMの設定と一致する
ことを確認します。

デフォルト： 5062

ポート番号
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説明オプション

トランスポートの種類を選択してください。

転送タイプにTLSを選択している場合は、各CUCMサーバーに
有効かつ安全な会議用証明書をインポートし、SSL証明書をエ
クスポートしてCUCMにアップロードし、システムの完全修飾
ドメイン名（FQDN）を各 CUCMサーバーの SIPドメイン名に
設定する必要があります。証明書のインポートについては安全

な電話会議証明書をインポートする,（252ページ）、CUCMに
ついては『Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド』の
「CUCMの設定」を参照してください。

（注）

デフォルト： TCP

トランスポート

CUCM (Cisco Unified Communications Manager)ダイアログボックスが表示されます。フィール
ドに記入し、[続行]を選択します。

ステップ 6 [電話会議設定の編集]セクションで、コールインアクセス番号の [編集]リンクを選択して、アク
セス番号の追加、変更、削除を行います。

a) [追加]を選択し、追加する各アクセス番号の電話ラベルと電話番号を入力します。
b) 番号を削除する場合は、行の最後にある [削除]リンクを選択します。
c) 変更するアクセス番号の電話ラベルおよび電話番号のフィールドに更新する情報を入力しま
す。

d) 入力が完了したら、[続行]を選択します。

CUCMで設定した番号のみを追加してください。追加した数値は、メール招待状と
Cisco WebEx Meetingsクライアントに表示されます。

（注）

ステップ 7 [表示名]ダイアログボックスに表示名を入力します。

ステップ 8 [発信者 ID]ダイアログボックスに有効な発信者 IDを入力しました。
発信者 IDは、数字およびダッシュ（-）のみを使用して、最大32文字で
す。

（注）

ステップ 9 WebExコールバックを受け取る設定を行います（デフォルト: 1を押してミーティングに接続す
る）。オプションでこのオプションを選択して、1を押すというミーティングに接続する要件を
省略します。

電話システムが 1を送信できない場合以外は、このオプションの選択はお勧めしませ
ん。

（注）

ステップ 10 [電話による参加と終了音]を選択します。

•ビープ（デフォルト）

•サウンドなし

•名前のアナウンス

ステップ 11 システムが IPv6に設定されている場合は、[IPv6電話会議]の設定を[オン]または [オフ]に設定し
ます。 (デフォルト：オフオフに設定すると、設定が IPv4になります。
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IPv6が設定されていないシステムでは、[IPv6電話会議]オプションは使用できませ
ん。

（注）

ステップ 12 [保存]を選択します。

ステップ 13 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

ビデオの設定

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [ビデオ]の順に選択します。

ステップ 3 オンまたはオフのいずれかを選択してから、[保存]を選択します。 (デフォルト：オン）

携帯用の設定

Androidは、Cisco WebEx Meetings Server 2.0およびそれ以上でサポートされています。 iOSと
Android WebExアプリケーションは、デフォルトで有効になります。

（注）

はじめる前に

携帯用の設定を行う場合は、システムを実装時にパブリックアクセスを追加する必要があります。

詳細については、「システムにパブリックアクセスを追加する」を参照してください。

システムが 2つ以上のコールインアクセス番号を許可するように設定されている場合は、システ
ムは最小の番号は無料のアクセス番号であると判断し、モバイルアプリケーションはこの番号を

最初に試しません。この番号にモバイルネットワークから到達できない場合は、アプリケーショ

ンは接続しません。この番号がモバイルネットワークからアクセスできることを確認してくださ

い。
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [携帯]の順に選択します。

ステップ 3 システムがサポートしている携帯プラットフォームを選択して携帯用の設定を行い、[保存]を選
択します。 (デフォルト：iOS WebExアプリケーションと Android WebExアプリケーションを選
択します）

（注） •ミーティングにアクセスするのに iOSまたはAndroidモバイルデバイスを使用する
ため DMZネットワークを持つ必要があります。 DMZネットワークを持っていな
い場合、iOSWebExアプリケーションとAndroidWebExアプリケーションオプショ
ンはグレイ表示されます。

•内部イントラネットまたは外部インターネットから、iOSとAndroidWebExアプリ
ケーションは Cisco WebExデスクトップアプリケーションと同じ動作をします。

サービスの質（WoS）の設定
RFC2475に定義されている通りに、オーディオおよびビデオ信号のQoSは差別化されたサービス
(DiffServ)コードポイント (DSCP)設定によって決まります。デフォルト値の使用が推奨されま
す。ネットワークに異なる DSCP設定が必要となる場合など、他の値が利用可能な場合は余りあ
りません。詳しくは、CiscoUnifiedCommunicationsソリューション参照ネットワーク設定 (SRND)
の「Network Infrastructure」章を参照してください。これは、CiscoUnified CommunicationsManager
（http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_implementation_design_guides_
list.html）に適用されます。

デフォルトには以下の値が設定されています。

• WebEx音声 (メディア)

◦ IPv4 QoSマーキング: EF DSCP 101110

◦ IPv6 QoSマーキング: EF DSCP 101110

• WebEx音声 (シグナル)

◦ IPv4 QoSマーキング: CS3 (選考3) DSCP 011000
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定 >サービスの質]の順に選択します。

ステップ 3 適切なドロップダウンメニューから QoSマーキング設定を選択し、[保存]を選択します。

QoS マーキングについて
インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックがある展開と、インターネットリバー

スプロキシサーバーにトラフィックが無い展開へのQoSマーキング情報については、下記のテー
ブルを参照してください。

インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックがある Cisco WebEx Meetings Server シ
ステムでの QoS マーキング

QoS マーキングトラフィック

はいSIP音声 -メディア - CWMSからエンドポイン
ト

はいSIP音声 -シグナル - CWMSからエンドポイン
ト

いいえPC音声 -メディア - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -シグナル - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -メディア -クライアントから CWMS

いいえPC音声 -シグナル -クライアントから CWMS

いいえPCビデオ -メディア - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -シグナル - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -メディア -クライアントからCWMS

いいえPCビデオ -シグナル -クライアントからCWMS
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インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックが無い Cisco WebEx Meetings Server シ
ステムでの QoS マーキング

QoS マーキングトラフィック

はいSIP音声 -メディア - CWMSからエンドポイン
ト

はいSIP音声 -シグナル - CWMSからエンドポイン
ト

はいPC音声 -メディア - CWMSからクライアント

はいPC音声 -シグナル - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -メディア -クライアントから CWMS

いいえPC音声 -シグナル -クライアントから CWMS

はいPCビデオ -メディア - CWMSからクライアン
ト

はいPCビデオ -シグナル - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -メディア -クライアントからCWMS

いいえPCビデオ -シグナル -クライアントからCWMS

パスワードの設定

以下のパスワード設定を行えます。

•パスワード全般:パスワードの有効期限を設定し、ユーザーが即座にまたは設定した期間で
パスワードを変更するよう指示することができます。

•ユーザーパスワード:大文字小文字を混ぜる、長さ、文字タイプとその使用、動的ウェブペー
ジテキストコントロール、使用できないパスワード一覧の設定など、ユーザーアカウント用

のパスワード規則を設定できます。

•ミーティングパスワード:ミーティングにパスワードの使用を設定したり、大文字小文字を
混ぜる、長さ、文字タイプとその使用、動的ウェブページテキストコントロール、使用でき

ないパスワード一覧の設定など、ユーザーアカウント用のパスワード規則を設定できます。

システムで SSOが有効になっている場合は、パスワード全般とユーザーパスワードページの
設定、およびユーザーの編集ページのパスワード変更コントロールは主催者アカウントに適用

できません。

（注）
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パスワードの全般設定

この設定では、アカウントの無効化およびパスワードの有効期限を設定します。このページのパ

スワードの設定はすべてオプションです。またオン（選択）またはオフ（選択解除）を切り替え

ることができます。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [パスワード管理] > [パスワード全般]の順に選択します。

ステップ 3 (オプション) [活動がなくなってから数値日後に主催者アカウントを無効にする]チェックボック
スを選択し、テキストフィールドに日数を入力します。 (デフォルト：選択して 90日を設定す
る）

デフォルト設定を使用する場合、90日間連続してミーティングを主催またはスケジュールしな
かった場合、ユーザーは無効になります。

この機能は主催者アカウントにのみ適用されます。この機能で管理者を無効にするこ

とはできません。管理アカウントを無効にする方法については、ユーザーを無効にす

る, （146ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 4 (オプション) [すべてのユーザーに数値日ごとにパスワードを強制的に変更させる]チェックボッ
クスを選択し、テキストフィールドに日数を入力します。 (デフォルト：未選択）

ステップ 5 (オプション) [ユーザーが次回ログインする際にパスワード変更を要請する]チェックボックスを
選択し、テキストフィールドに日数を入力します。 (デフォルト：未選択）

ステップ 6 [保存]を選択します。

ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードの要件と制限を設定します 。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [パスワード管理] > [ユーザーパスワード]の順に選択します。

ステップ 3 ページのフィールドを設定してユーザーパスワードの設定を変更します。

説明オプション

このオプションは、残りのオプションを有効に

するときに選択します。

デフォルト：選択済み

ユーザーアカウントの複雑なパスワードを要求

する
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説明オプション

最小限必要な文字数

デフォルト：選択する、6文字

最少文字数

最小アルファベット文字（数値、特殊文字以

外）の数

デフォルト：選択する、1文字

必要最小限のアルファベット文字数

最小数字文字（アルファベット、特殊文字以

外）の数

デフォルト：選択する、1文字

必要最小限の数字文字数

最小特殊文字（アルファベット、数値以外）の

数

デフォルト：選択しない、1文字

必要最小限の特殊文字数

パスワードにアルファベットの大文字と小文字

を混在することが必要です。

デフォルト：選択済み

大文字小文字の混在が必要です

同じ文字（アルファベット、数値、特殊文字）

を 3回以上繰り返して使えません。

デフォルト：選択済み

同じ文字の 3回以上の繰り返し使用を許可しな
い

管理者が指定した使用できないパスワードの一

覧です。

デフォルト：選択されていません

使用不可パスワードの一覧

特定名称は使用しないでください。

デフォルト：選択済み

会社名、サイト名、ユーザーのメールアドレ

ス、主催者名は使用できません

以前に使用したパスワードを利用しないでくだ

さい。何回前まで以前のパスワードを使用でき

ないようにするか、ドロップダウンメニューか

ら数値を選択して指定します。

デフォルト：選択済み

デフォルト番号: 5

前回の nパスワードは絶対に使用できません。

ステップ 4 [保存]を選択します。
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ミーティングパスワードの設定

ミーティングパスワードのパラメータを設定するには、この機能を使用します。次のテーブルで

は、ミーティングが設定されている場合にパスワードを入力しなければならないユーザーが示さ

れています。

ゲストがサ

インインし

ない

ゲストがサ

インインす

る

招待された

人がサイン

インする

主催者がサ

インインす

る

ミーティン

グ作成者が

サインイン

する

メール招待

状にパス

ワードを含

めない

パスワード

を設定する

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

該当せずいいえ

パスワード

が必要。

パスワード

が必要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

はいはい

パスワード

が必要。パ

スワードは

あらかじめ

入力されて

いる場合が

ある。

パスワード

が必要。パ

スワードは

あらかじめ

入力されて

いる場合が

ある。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

いいえはい

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [パスワード管理] > [ミーティングパスワード]の順に選択します。

ステップ 3 ページのフィールドを設定してミーティング用パスワードの設定を変更します。

すべてのオプションはデフォルトで選択されてませ

ん。

（注）

説明オプション

すべてのミーティングでパスワードを使用する

ように設定できます。

すべてのミーティングでパスワードを必須にす

る

このオプションは、残りのオプションを有効に

するときに選択します。

ミーティングの複雑なパスワードを要求する
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説明オプション

最小限必要な文字数

デフォルト： 6

最少文字数

最小アルファベット文字（数値、特殊文字以

外）の数

デフォルト： 1

必要最小限のアルファベット文字数

最小数字文字（アルファベット、特殊文字以

外）の数

デフォルト： 1

必要最小限の数字文字数

最小特殊文字（アルファベット、数値以外）の

数

デフォルト： 1

必要最小限の特殊文字数

このオプションを選択して、これらの文字の使

用を禁止します。

これらの特殊文字を含まない必要があります

(スペース、\、'、"、/、&、<、>、=、[、] )

パスワードにアルファベットの大文字と小文字

を混在することが必要です。

大文字小文字の混在が必要です

管理者が指定した使用できないパスワードの一

覧です。

使用不可パスワードの一覧

このオプションを選択して、次の言葉または文

字列の使用を禁止します。

会社名、サイト名、ユーザーのメールアドレ

ス、主催者名、議題は使用できません

ステップ 4 [保存]を選択します。

メールの設定

メールの設定およびテンプレートを作成します。メールのテンプレートには、オプションで変更

可能なデフォルト設定が適用されています。
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [メール]の順に選択します。
[変数]ページを開きます。

ステップ 3 送信者名、送信メールアドレス、返信先メールアドレスを入力し、[保存]を選択します。
変数ページの送信者名に名前を入力しますが、ミーティング招待状は主催者のメールア

ドレスを反映します。

（注）

ステップ 4 [テンプレート]を選択します。各テンプレートタイプの詳細については、メールテンプレートに
ついて, （218ページ）を参照してください。
テンプレートページが表示されます。 [共通]または [ミーティング]タブを選択します。デフォル
トは [共通]です。

ステップ 5 メールテンプレートを設定する場合は、共通およびミーティングタブで希望のテンプレートリン

クを選択します。

ステップ 6 選択したメールテンプレートに変更を加えて（変更がある場合）、[保存]を選択します。

例：

共通タブで、[再有効化したアカウント]テンプレートリンクを選択します。 [再有効化したアカウ
ント]ダイアログボックスのフィールドに変更を加えてから、[保存]を選択します。
デフォルトの「フォーム名」および「送信メールアドレス」、「返信先」の値は、[変数]ページ
で設定した値が適用されます。

「変数」ページの「送信者名」に人の名前を入力する場合、自動的に人の名前をWebEx
サイト URLのすべてのミーティング招待状に置換します。

（注）

メールテンプレートについて

メールテンプレートを使用して、重要なイベントをユーザーに通知することができます。各メー

ルテンプレートには、設定が必要な変数があります。各テンプレートの変数の説明については、

下表を参照してください。

メールテンプレートには 2つのタイプがあります:

•共通 -パスワードの紛失、主催および招待の通知、録画の使用可能性、およびその他の一般
的な通知が含まれます。

•ミーティング -ミーティングの招待、キャンセル、更新、リマインダ、情報通知などが含ま
れます。
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表 3：共通メールテンプレート

変数説明タイトル

• %SiteURL%

• DISPLAYNAME

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %Participants%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ADアカウントがアクティ
ブ化された後でユーザーに

送信されます。

ADアクティブ化

• %FullName%

• %Failure_Reason%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

同期に失敗した後で管理者

に送信されます。

AD-Syncに失敗しました。
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変数説明タイトル

• %FullName%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

同期に成功した後で管理者

に送信されます。

AD-Syncに成功しました。

• DISPLAYNAME

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

管理者がユーザーのアカウ

ントを再有効化すると、

ユーザーに送信されます。

アカウントが再び有効にな

りました

• %SiteURL%

• DISPLAYNAME

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

エンドユーザーサイトで

自分のパスワードをリセッ

トした後にそのユーザーに

送信されます。

パスワード忘れ -パスワー
ドの変更
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• DISPLAYNAME

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

エンドユーザーサイトで

自分のパスワードをリセッ

トした後にそのユーザーに

送信されます。このメー

ルは、新しいパスワードを

作成するか、ユーザーに確

認します。

パスワード忘れ -パスワー
ドのリセット

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

PCNアカウントから生産
性向上ツールを使用して、

ミーティングをスケジュー

ル設定すると、ミーティン

グに招待されたユーザーに

送信されます。

PT PCNミーティング招待
状 (招待者用)

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

PCNアカウントから生産
性向上ツールを使用して、

ミーティングをスケジュー

ル設定すると、ミーティン

グの主催者に送信されま

す。

PT PCNミーティング通知
(主催者用)
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変数説明タイトル

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

生産性向上ツールを使用し

て、ミーティングをスケ

ジュール設定すると、ミー

ティングの主催者に送信さ

れます。

PT主催者用の通知

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

生産性向上ツールを使用し

て、ミーティングをスケ

ジュール設定すると、ミー

ティングに招待されたユー

ザーに送信されます。

PT招待者用の通知

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• DISPLAYNAME

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者にミーティング録画

へのリンクが送信されま

す。

録画が入手できます (主催
者用)
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• DISPLAYNAME

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

シングルサインオン(SSO)
が有効になると送信されま

す。

SSO有効化のメール

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Body%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

システムのすべてのユー

ザーにメールが送信されま

す。

すべてのユーザーにメール

を送信

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• DISPLAYNAME

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Android版 Cisco WebExア
プリについてユーザーに通

知し、アプリをダウンロー

ドするリンクを提供しま

す。

CiscoWebExのセットアッ
プ (Android版)
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• DISPLAYNAME

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

iPhone/iPad版CiscoWebEx
アプリについてユーザーに

通知し、アプリをダウン

ロードするリンクを提供し

ます。

CiscoWebExのセットアッ
プ (iPhone/iPad版)

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %Personalized Message%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

選択したミーティングの出

席者に、ミーティングの録

画へのリンクを送信しま

す。

録画を共有
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

選択したミーティングの出

席者に、ミーティングの録

画へのリンクを送信しま

す。 [ミーティングから退
席]を選択した後、Meeting
Centerで主催者が出席者を
選択します。

MCの録画の共有

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• DISPLAYNAME

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パスワードが変更されたと

きに、ユーザーにメールが

送信されます。

ユーザーのパスワードが変

更されました

• %SiteURL%

• DISPLAYNAME

• %SiteURL%

• %Support%

• %participants%

• %CustomFooterText%

• %Year%

アカウントが作成される

と、新しい管理者に送信さ

れます。

ウェルカムメール
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表 4：ミーティングのメールテンプレート

変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの主催中に、

主催者がミーティングに招

待すると送信されます。

出席者用の進行中ミーティ

ングの招待状

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者が [今すぐミーティ
ング]を選択すると、主催
者および出席者に送信され

ます。

主催者用のインスタント

ミーティングの招待状
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

スケジュール済みのミー

ティングがキャンセルされ

たことを出席者に通知しま

す。

ミーティングが取り消され

ました (出席者用)

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングのキャンセル

の確認をミーティングの主

催者に送信します。

ミーティングが取り消され

ました (主催者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの設定が変更

された時に、代理主催者に

ミーティング情報が提供さ

れます。

ミーティング情報が更新さ

れました (代理主催者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの設定が変更

された時に、ミーティング

の出席者にミーティング情

報が提供されます。

ミーティング情報が更新さ

れました (出席者用)

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの設定が変更

された場合にミーティング

情報を主催者に提供しま

す。

ミーティング情報が更新さ

れました (主催者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの代理主催者

にミーティングのリマイン

ダを送信します。

ミーティングリマインダ

(代理主催者用)
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %HostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの主催者に

ミーティングのリマインダ

を送信します。

ミーティングリマインダ

(主催者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

代理主催者に更新したミー

ティング情報を送信しま

す。

ミーティングが再スケ

ジュールされました (代理
主催者用)

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0
232

メールの設定



変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席者に更新したミーティ

ング情報を送信します。

ミーティングが再スケ

ジュールされました (出席
者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

代理主催者にミーティング

の確認を送信します。

ミーティング情報 (代理主
催者)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

出席者にミーティング招待

状を送信します。

ミーティング情報 (出席者
用)

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者にミーティングの確

認を送信します。

ミーティング情報 (主催者
用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %SiteURL%

• %Support%

ミーティングの主催者

（PCNアカウントのみ）
にミーティングの自動リマ

インダを送信します。

PCNミーティング自動リ
マインダ (主催者用)

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者にミーティングの招

待状を送信します (PCNア
カウントのみ)。

PCNミーティングの招待
状 (招待者用)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %SiteURL%

• %Support%

ミーティングの主催者に

ミーティング手動リマイン

ダを送信します (PCNアカ
ウントのみ)。

PCNミーティング手動リ
マインダ (主催者用)

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者にミーティング手動

リマインダを送信します

(PCNアカウントのみ)。

PCNミーティング手動リ
マインダ (招待者)
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %SiteURL%

• %Support%

主催者にミーティング通知

を送信します (PCNアカウ
ントのみ)。

PCNミーティング通知 (主
催者)

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %SiteURL%

• %Support%

主催者にワンクリックミー

ティング通知を送信します

(PCNアカウントのみ)。

PCNミーティングへのワ
ンクリック招待 -ホスト
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変数説明タイトル

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者にワンクリック

ミーティング通知を送信し

ます（PCNアカウントの
み）。

進行中のPCNミーティン
グへの招待 -招待者

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %SiteURL%

• %Support%

主催者にスケジュール変更

通知を送信します (PCNア
カウントのみ)。

PCNミーティングスケ
ジュール変更 -ホスト
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変数説明タイトル

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者にスケジュール変更

通知を送信します（PCN
アカウントのみ）。

PCNミーティングスケ
ジュール変更 -招待者

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者に再スケジュール通

知を送信します（PCNア
カウントのみ）。

PCNミーティングの再ス
ケジュール -招待者
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

主催者にミーティングキャ

ンセルを送信します（PCN
アカウントのみ）。

PCNミーティングキャン
セル -ホスト

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

招待者にミーティングキャ

ンセルを送信します（PCN
アカウントのみ）。

PCNミーティングキャン
セル -招待者

ダウンロードの設定

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [ダウンロード]の順に選択します。

ステップ 3 [WebEx生産性向上ツールの自動更新]チェックボックスを選択して、定期的に自動更新するよう
に設定します。 (デフォルト：選択済み）

手動でWebEx生産性向上ツールをユーザーにプッシュする予定の場合、このオプショ
ンのチェックを解除することをお勧めします。

（注）

ステップ 4 ダウンロードの方法を選択します。

•ユーザーがWebExデスクトップアプリケーションをダウンロードすることを許可する

• WebExMeetingsおよび生産性向上ツールをユーザーのデスクトップに手動でプッシュします
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[ユーザーがWebExデスクトップアプリケーションをダウンロードすることを許可する]を選択し
た場合は、[保存]を選択してダウンロードの設定を終了します。他に必要な作業はありません。
[WebEx Meetingsおよび生産性向上ツールをユーザーのデスクトップに手動でプッシュする]を選
択した場合は、次のステップに進みます。

[WebExデスクトップアプリケーションをユーザーのデスクトップに手動でプッシュする]を選択
した場合、WebEx Meetingsアプリケーション、生産性向上ツール、ネットワーク録画プレーヤー
セクションがページに表示されます。

ステップ 5 ダウンロードしてインストールする各アプリケーションにつき、[ダウンロード]を選択し、[保存]
を選択して、それらのアプリケーションに対応するインストーラを含む ZIPファイルをシステム
に保存します。

各 ZIPファイルには、すべてのサポートされる言語とプラットフォームのインストーラが収納さ
れています。

ステップ 6 [保存]を選択して、ダウンロード設定を保存します。

ダウンロードについて

本製品は、管理者権限のある、またはないユーザーのWindows PCでご利用いただけます。ここ
では、ダウンロードに関する基本的な情報を提供します。ダウンロードの構成に関する詳細は、

『プランニングガイド』の「ダウンロードについて」を参照してください。

管理者権限のない PCの場合:

•ユーザーアカウントが作成されたことをユーザーに通知する前に、Cisco WebEx Meetingsア
プリケーションおよび生産性向上ツールをエンドユーザーのデスクトップにオフラインでを

プッシュすることをお勧めします。こうすることで、ユーザーがWindowsデスクトップに
サインインしたらすぐにウェブブラウザからミーティングを開始または参加できます。

• [設定] > [ダウンロード]ページの管理サイトから、それぞれの .MISインストーラを取得でき
ます。詳細については、ダウンロードの設定, （241ページ）を参照してください。

•ユーザーにアプリケーションをプッシュしたくない場合は、ユーザーがエンドユーザー用ダ
ウンロードページからアプリケーションをダウンロードすることができます。ただし、PC
でダウンロードしたアプリケーションのインストールが禁止されている場合は、インストー

ル処理を完了することはできません。

•ユーザーがウェブブラウザを使用してミーティングに参加 (WebEx Meetingsアプリケーショ
ンはまだオンデマンドでダウンロード可能)すると、正常にミーティングに参加できます。
さらに、WebExMeetingsアプリケーションは、インストールを実施して今後のミーティング
の開始または参加のプロセスを高速化しようと試みます。 PCが管理者権限がないため、こ
れは失敗します。

管理者権限のある PCの場合:
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•ユーザーはエンドユーザー用ダウンロードページからWebExMeetingsアプリケーションと生
産性向上ツールをダウンロードしてインストールできます。この他に管理者アクションはあ

りません。

•ユーザーは、初めてサインインする際に生産性向上ツールをインストールするようお勧めし
ます。

•ユーザーが初めてミーティングに参加する際にWebExMeetingsアプリケーションはオンデマ
ンドでダウンロードされ、ユーザーの PCにサイレントにインストールされます。

証明書の管理

証明書は、システムコンポーネント間の通信を確保するために必要です。システムを初めて展開

したとき、そのシステムは自己署名式証明書で構成されます。自己署名式証明書は最大で5年間
有効ですが、認証機関が承認した証明書を使用することを強くお勧めします。証明機関は、仮想

マシン間の通信が認証されていることを保証します。システム上にある仮想マシンごとに証明書

をインストールする必要があります。

以下の証明書に対応しています。

• SSL:全システムに必要です。

• SSO IdP:アイデンティティプロバイダ（IdP）証明書のある SSO

•安全な電話会議: TLS電話会議に必要です。最大 2つの安全な電話会議証明書を設定できま
す。それぞれに CUCMシステムを設定します。

全システムに SSL証明書が必要です。本製品は以下の SSL証明書に対応しています。

•自己署名

•認証機関署名

•外部認証機関署名

この証明書は更新できません。システムに仮想マシンを追加した、または既存の仮想マシンを変

更した場合は、システムの各仮想マシンに対して新しい証明書を作成する必要があります。

SSL証明書は、以下の理由により有効になります。

•システムサイズを拡大し、新しい仮想マシンを展開した。新しい仮想マシンの完全修飾ドメ
イン名（FQDN）が元の SSL証明書に存在しない。

•高可用性システムを追加し、新しく仮想マシンを展開した。新しい仮想マシンのFQDNは、
元の SSL証明書には存在しない。

• Cisco WebExサイトの URLが変更された。この URLは元の SSL証明書にありません。

•管理者サイトの URLが変更された。この URLは元の SSL証明書にありません。

•該fqdnの仮想マシンが変更される。この完全修飾ドメイン名が存在しない原稿にssl証明書。

•現在の SSL証明書の有効期間が切れました。
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何らかの理由で SSL証明書が無効になると、システムは自動的に新しい自署証明書を生成し、管
理サイトの上部にあるグローバル警告メッセージで SSLが無効になったことも含めて通知されま
す。

SSL 証明書の生成
システムにはSSL証明書を設定する必要があります。本製品は、以下のSSL証明書に対応してい
ます。

•自己署名

•認証機関署名

•外部認証機関署名

CSR (証明書署名リクエスト) の生成

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 設定 >セキュリティ >証明書 > CSR生成]の順に選択します。

ステップ 4 CSR (証明書署名リクエスト)の生成ページのフィールドに必要事項を入力します。

説明オプション

[サブジェクト名の代替名]証明書または [ワイルドカー
ド]証明書を選択します。

共通名

管理サイトと仮想マシン名ワイルドカード共通名を選

択した場合はサブジェクト名の代替名は必要ありませ

ん。

サブジェクト名代替名:

このオプションは、[サブジェ
クト名の代替名]を共通の名
前タイプに選択した場合にの

み表示されます。

（注）

組織名を入力します。組織

部署名を入力します。DEPARTMENT

市町村を入力してください。City

都道府県を入力してください。都道府県

国を選択します。Country
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説明オプション

次のオプションからキーのサイズを選択します。

• 2048

デフォルト： 2048 (推奨)

キーのサイズ

ステップ 5 [CSR生成]を選択します。
[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [ダウンロード]を選択します。
CSRと関連する秘密鍵を含む圧縮ファイル（ZIP）ファイルを受信します。 CSRファイルは、
csr.comと呼ばれ、秘密鍵ファイルは、csr_private_key.pemと呼ばれます。

ステップ 7 VMware Data Recovery (vSphere 5.0)または VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1)を使用して
システムをバックアップしてください。詳細については、VMware vCenterを使用してバックアッ
プを作成する, （4ページ）を参照してください。

システムをバックアップすると、復元に必要となる秘密鍵が生成されま

す。

（注）

ステップ 8 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

SSL 証明書をインポートする
この機能を使用して SSL証明書をインポートできます。 Cisco WebEx Meetingsサーバーは、PEM
および DERエンコードと PKCS12アーカイブ用の X.509証明書をサポートしています。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [その他のオプション] > [SSL証明書のインポート/秘密鍵]の
順に選択します。

すでに証明書ファイルがインストールされている場合、システムは新しい証明書をインポートし

て上書きするよう促します。

ステップ 4 [続行]を選択します。

ステップ 5 [参照]を選択し、証明書ファイルを選択します。
X.509対応の証明書または証明書チェーンを選択する必要があります。有効なタイプには以下が
含まれます。
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• PEM/DER暗号化された証明書: .CER / .CRT / .PEM / .KEY

• PKCS12暗号化された証明書: .P12 / .PFX

PKCS#12ファイルまたは PEMブロックの単一ファイルを使用することで、証明書チェーンをイ
ンポートできます。 PEMファイルを使用する場合は、以下の形式にする必要があります。

• (オプション)秘密鍵をアップロードする場合、秘密鍵がファイルの最初のブロックである必
要があります。それを、暗号化されている、または暗号化されていない状態にできます。

PKCS#8形式、PEM暗号化にする必要があります。暗号化されている場合、それを解読する
パスワードをパスフレーズフィールドに入力する必要があります。

•次の要素は、PEM暗号化されたX.509形式で証明書を発行した中間証明期間の証明書である
必要があります。

•インフラストラクチャにいくらでも使用する中間証明書を含めることができます。ルート証
明期間の証明書は、含まない必要があります。プライベート証明機関を使用している場合、

ルート証明書がすべてのクライアントに配布されることを確認する必要があります。

すべての証明書は、1つのファイルにまとめてアップロードする必要があります。 1つの証明書
をアップロードしてから、中間証明書を後で追加することはできません。中間証明書を使用する

証明機関を使用していて、中間証明書がクライアントで配布されていない場合は、中間証明書を

アップロードすることが推奨されます。それらをアップロードすることは、証明書の警告を防ぎ

ます。

PKCS#12ファイルは、.p12拡張子を持つ必要があります。それらは、証明書と秘密鍵 (オプショ
ン)のみを含む必要があります。

ステップ 6 [アップロード]を選択します。
[アップロード]を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを確認します。証明書は以下の
理由により無効になる場合があります。

•証明書ファイルが有効な証明書ファイルではない。

•選択した証明書ファイルの期限が切れています。

•公開鍵は少なくとも 2048ビットでなければなりません。

•証明書のサーバードメインがサイト URLに一致しません。

•システムによって自動生成された秘密鍵はこの証明書との互換性がありません。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が有効でない場合は、アップロードできま

せん。先に進むためには有効な証明書を選択しなければなりません。

ステップ 7 (オプション) [パスフレーズ]フィールドにパスフレーズを入力します。
パスフレーズは、PKCS12または暗号化秘密キー（アップロードした .pemファイルに秘
密キーが含まれる場合）の解読に必要です。

（注）

ステップ 8 [続行]を選択します。
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システムは SSL証明書をインポートして、スクロール可能な証明書ファイル用ダイアログボック
スに表示します。

ステップ 9 [完了]を選択します。

ステップ 10 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

SSL 証明書をエクスポート

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [詳細] > [SSL証明書のエクスポート]の順に選択します。

ステップ 3 証明書ファイルを保存します。

次の作業

管理者とエンドユーザーの双方が、信頼性のないブラウザを警告するメッセージが表示されるこ

となく、管理およびウェブブラウザにサインインできることを確認します。

モバイル端末向けの SSL 証明書をエクスポート
Apple iOS 5.0以降で実行中の Apple iPhoneまたは iPadは組み込みの信頼されたルート証明書を
持っています。会社が自己署名式の証明書を使用している場合、または Cisco WebEx Meetings
Serverにインストールしたルート証明書が Appleの信頼できる証明書権限リストにない場合、
WebExミーティングに参加する前に SSL証明書をエクスポートし、モバイル端末に証明書をイン
ストールする必要があるユーザーにそれをメールする必要があります。

自己署名式証明書を使用している場合のみ、SSL証明書をエクスポートする必要があります。
信頼できる認証機関が署名した証明書を使用している場合、SSL証明書をエクスポートする必
要はありません。

（注）

はじめる前に

ユーザーの Apple iPhoneまたは iPadに事前にインストールされている信頼されたルート証明書が
Appleの信頼できる証明書権限リストにあることを確認してください。詳細については
http://support.apple.com/kb/ht5012を参照してください。
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ユーザーはモバイル端末用にアクティブな高速インターネット接続を持つ必要があります。（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書]の順に選択します。

ステップ 3 SSL証明書のセクションから、証明書の名前をコピーします。

ステップ 4 [その他のオプション] [ > SSL証明書のエクスポート]の順に選択します。

ステップ 5 証明書ファイルをローカルハードドライブに保存します。

ステップ 6 保存した証明書ファイルをメールに添付し、各ユーザーの iOSメールアカウントに送信します。

ステップ 7 ユーザーはモバイル端末のメールを開き、そのファイルを保存します。

ステップ 8 ユーザーはモバイル端末の証明書ファイルを以下の通りインストールする必要があります。

a) [インストール]（[プロファイルのインストール]ページ）をタップします。
b) [未署名のプロファイル]ダイアログで、[今すぐインストール]をタップします。
c) ユーザーの iOSパスワードを入力してください。
d) [次へ]をタップします。
e) [完了]をタップします。

CSR と秘密鍵のダウンロード

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [別のオプション] > [CSRのダウンロード]の順に選択します。
CSRと秘密鍵を含む CSR.zipのファイルを保存するように要求するダイアログボックスが表示さ
れます。

ステップ 3 システム内でファイルを保存する場所を選択してから、[OK]を選択します。

ステップ 4 万一のため、秘密鍵ファイル csr-private-key.pemをバックアップします。
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自己署名証明書の生成

自己署名入りの証明書は、システムを展開後に自動生成されます。 Ciscoは、認証機関が署名し
た証明書をインストールすることをお勧めしています。この機能を使用していつでも新しい自己

署名入り証明書を生成することができます。

ユーザーのシステムが自己署名証明書を使用する場合、クライアント側の管理者が自己署名証

明書を使用するように管理者のシステムを構成していない限り、ユーザーはミーティングへの

参加において問題に遭遇する場合があります。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [その他のオプション] > [自己署名証明書の生成]の順に選択
します。

ステップ 4 自己署名入りの証明書の生成ページに必要事項を入力します。

説明オプション

自己署名入り証明書の名前を入力します。（必須）証明書名

システムのホスト名（構成はできません）X.509サブジェクト名

組織名を入力します。組織

部署名を入力します。DEPARTMENT

市町村名を入力します。City

都道府県名を入力します。都道府県

国を選択します。Country

ステップ 5 [証明書および秘密鍵の生成]を選択します。
メジャーアップグレード後に同じ SSL証明書を使用する必要がある場合は、証明書を
取得するために使用される CSRで生成された秘密鍵をアップロードする必要がありま
す。秘密鍵が証明書ファイルの最初のブロックである必要があります。

（注）

証明書ファイルが生成され表示されます。

ステップ 6 [完了]を選択します。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
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メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

SSL 証明書の復元
証明書が無効になった場合、またはシステムに災害復旧を実行した場合、この機能を使用してSSL
証明書を復元できます。CiscoWebExMeetingsサーバーは、PEMおよびDERエンコードとPKCS12
アーカイブ用の X.509証明書をサポートしています。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定 >セキュリティ >証明書 >オプション > SSL証明書のインポート]の順に選択します。
すでに証明書ファイルがインストールされている場合、システムは新しい証明書をインポートし

て上書きするよう促します。

ステップ 4 [続行]を選択します。

ステップ 5 [参照]を選択し、証明書ファイルを選択します。
X.509対応の証明書または証明書チェーンを選択する必要があります。有効なタイプには以下が
含まれます。

• PEM/DER暗号化された証明書: .CER / .CRT / .PEM / .KEY

• PKCS12暗号化された証明書: .P12 / .PFX

PKCS#12ファイルまたは PEMブロックの単一ファイルを使用することで、証明書チェーンをイ
ンポートできます。 PEMファイルを使用する場合は、以下の形式にする必要があります。

• (オプション)災害復旧に以前の秘密鍵/公開鍵ペアを再適用する場合は、公開鍵ファイル
(csr_private_key.pem)と証明機関 (CA)から取得した証明書を 1つのファイルに組み合わせま
す。秘密鍵がファイルの最初のブロックであり、その後に公開鍵が続く必要があります。

暗号化されている、または暗号化されていない状態にできます。 PKCS#8形式で PEM暗号
化されている必要があります。暗号化されている場合、それを解読するパスワードをパスフ

レーズフィールドに入力する必要があります。

•次の要素は、PEM暗号化されたX.509形式で証明書を発行した中間証明期間の証明書である
必要があります。

•インフラストラクチャにいくらでも使用する中間証明書を含めることができます。ルート証
明期間の証明書は、含まない必要があります。プライベート証明機関を使用している場合、

ルート証明書がすべてのクライアントに配布されることを確認する必要があります。
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すべての証明書は、1つのファイルにまとめてアップロードする必要があります。 1つの証明書
をアップロードしてから、中間証明書を後で追加することはできません。中間証明書を使用する

証明機関を使用していて、中間証明書がクライアントで配布されていない場合は、中間証明書を

アップロードすることが推奨されます。それらをアップロードすることは、証明書の警告を防ぎ

ます。

PKCS#12ファイルは、.p12拡張子を持つ必要があります。それらは、証明書と秘密鍵 (オプショ
ン)のみを含む必要があります。

ステップ 6 [アップロード]を選択します。
[アップロード]を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを確認します。証明書は以下の
理由により無効になる場合があります。

•証明書ファイルが有効な証明書ファイルではない。

•選択した証明書ファイルの期限が切れています。

•公開鍵は少なくとも 2048ビットでなければなりません。

•証明書のサーバードメインがサイト URLに一致しません。

•システムによって自動生成された秘密鍵はこの証明書との互換性がありません。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が有効でない場合は、アップロードできま

せん。先に進むためには有効な証明書を選択しなければなりません。

ステップ 7 (オプション) [パスフレーズ]フィールドにパスフレーズを入力します。
パスフレーズは、PKCS12または暗号化秘密キー（アップロードした .pemファイルに秘
密キーが含まれる場合）の解読に必要です。

（注）

ステップ 8 [続行]を選択します。
システムは SSL証明書をインポートして、スクロール可能な証明書ファイル用ダイアログボック
スに表示します。

ステップ 9 [SSL証明書]ページで [継続]を選択してにインポートを完了します。

ステップ 10 [完了]を選択します。

ステップ 11 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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SSO IdP 証明書をインポートする

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定 >セキュリティ > SSO IdP証明書]の順に選択します。

ステップ 3 [参照]を選択し、 SSO IdP証明書を選択します。

ステップ 4 [アップロード]を選択します。
証明書名ファイルが展開されます。

ステップ 5 [完了]を選択して、証明書を送信します。

安全な電話会議証明書をインポートする

安全な電話会議証明書は、TLS会議が有効になっている場合にのみ必要です。 TLS会議が有効に
なっていない場合は、このオプションは利用できません。

はじめる前に

音声設定の送信タイプにTLSが選択されていると、CUCMサーバーに安全な電話会議証明書が必
要です。詳細については、音声設定の構成について, （205ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [証明書]の順に選択します。
安全な電話会議証明書セクションは、以下の2つのいずれかのメッセージを表示します。

• TLS電話会議が有効になっていないため、このシステムでは、セキュリティ保護された電話
会議の証明書が必要ありません。

•このシステムで有効なTLS電話会議には、CUCMセキュリティ保護会議証明書が必要です。

安全な電話会議証明書が必要な場合は、設定が必要な各CUCMサーバーに対して証明書インポー
トボタンが表示されます。

ステップ 4 CUCM 1で [証明書のインポート]を選択します。
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安全な電話会議証明書のページが表示されます。

ステップ 5 証明書の名前を入力します。

ステップ 6 [参照]を選択し、証明書ファイルを選択します。
CUCMが自己署名証明書を使用する場合、CallManager.pemファイルを使用します。
CUCMがサードパーティの証明書を使用する場合、ルート証明機関 (CA)の証明書を使
用します。ローカルのハードドライブに CUCM証明書をダウンロードすることの詳細
については、『プランニングガイド』の「CUCM証明書のダウンロード」を参照してく
ださい。

（注）

ステップ 7 [アップロード]を選択します。
[アップロード]を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを確認します。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が有効でない場合は、アップロードできま

せん。先に進むためには有効な証明書を選択しなければなりません。

ステップ 8 [続行]を選択します。
システムは SSL証明書をインポートして、スクロール可能な証明書ファイル用ダイアログボック
スに表示します。 SSL証明書のインポートが完了したことを知らされます。

ステップ 9 [完了]を選択します。

ステップ 10 手順 4に戻り、 CUCM 2サーバーに対してプロセスを繰り返します。

ステップ 11 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

ユーザーセッションセキュリティの設定

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定 >セキュリティ >ユーザーセッション]の順に選択します。

ステップ 3 [ユーザーセッション]セクションのフィールドに入力して、ウェブページの有効期間を設定しま
す。

説明オプション

ユーザーが自動サインアウトするまでの日数、時間（時間と

分）を設定します。

デフォルト： 1時間30分

ウェブページの有効期間
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説明オプション

ユーザーが自動サインアウトするまでの日数、時間（時間と

分）を設定します。

デフォルト： 10日

このフィールドは、SSOが設定されている場合のみ
表示されます。

（注）

モバイルまたは生産性向上ツール

の有効期限 (SSO)

ステップ 4 [保存]を選択します。

フェデレーション SSO を設定する
SSOを設定すると、エンドユーザーは会社の入力情報でシステムにサインインすることができる
ため、製品を企業用ディレクトリと統合することができます。また、SSOを設定して、ユーザー
がサインインする再にオンザフライでユーザーを作成または管理できます。

SSOの設定は複雑になる場合があるため、実行する前には、Cicsoチャネルパートナーまたは
Ciscoアドバンスドサービスにご相談ください。

（注）

はじめる前に

•フェデレーションSSOサービスを有効にする前に、公開鍵および秘密鍵、さらに公開鍵を含
む x.509証明書を生成する必要があります。公開鍵または証明書を取得したら、それを証明
書の管理, （243ページ）セクションにアップロードする必要があります。

SSOを有効にすると、ユーザーの入力情報は企業の認証システムで管理され
ます。ユーザーに対する特定のパスワード管理機能は機能しなくなります。

詳細については、パスワードの設定, （213ページ）およびユーザーの編集,
（145ページ）をご覧ください。管理者がエンドユーザーであっても、管理者
は SSOを使ってサインインできません。管理者は、本製品の管理者情報でサ
インインします。

（注）

•この機能を使用するには、SSO IdP証明書が必要です。詳細については、SSO IdP証明書を
インポートする, （252ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [統合 SSO]の順に選択します。

ステップ 3 公開および秘密鍵、およびX.509証明書を生成したら、前準備の記述に従って[継続 1}]を選択し
ます。

ステップ 4 初期化方法の選択:

• SP(サービスプロバイダ)初期化済み:ユーザーが選択したサービスプロバイダへのリンクで、
プロバイダの認証時にリダイレクトされます。その後、ユーザーは最初に要求したリンクに

戻ります。

• IdP (認証プロバイダ）初期化済み:ユーザーは認証プロバイダから直接ログインを開始しま
す。このページは後でサービスプロバイダのランディングページに移動されます。

ステップ 5 フィールドの入力が完了したら、[SSO設定]ページのオプションを選択します。
IdPフィールドは、IdP設定ファイルを参照してください。 [IdP証明]リンクを選択しま
す。

（注）

説明フィールド

このオプションは、サインインを開始するサー

ビスプロバイダに対して選択します。

SP (サービスプロバイダ)が初期化されました

このオプションは、AuthnRequestメッセージに
サービスプロバイダの秘密鍵による署名が必要

な場合に選択します。

エクスポートした SAMLメタデータ
ファイルにサイトの SSL証明書が含
まれる場合は、このオプションを選

択する必要があります。

（注）

AuthnRequestにサインしました

認証要求を受ける IdPの SAML 2.0実装 URL。

このフィールドは、[AuthnRequest
signed]が選択された場合にのみ表示
されます。

（注）

移動先

このオプションは、サインインを開始する認証

プロバイダに対して選択します。

IdP (IDプロバイダ)が初期化されました
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説明フィールド

SSOが成功したとき、システムはこの URLに
リダイレクトします。

デフォルト：ターゲット属性

IdP初期化済みシステムの場合、URL
は必ず以下の形式で組み合わせる必

要があります。サービスログイン

URLが "?"または "&",ターゲット
ページの URLパラメータ, "=" (存在
する場合),ターゲット URL.

（注）

ターゲットページの URLパラメータ名

IdPに設定したのと同じ SP IDを入力します。
SAML2プロトコルを参照します。

SAML発行者 (SP ID)

IdPに設定したのと同じ IDを入力します。
SAML2プロトコルを参照します。

SAML発行元 (IdP ID)

IdPの SAML2に対するアサーション消費 URL
を指定します。

顧客 SSOサービスログインの URL

IdPに設定したのと同じNameIDを選択します。
NameIDは、Cisco WebExからのアサーション
およびシングルログアウト要求に送信するユー

ザー IDです。 SAMLプロトコルをガイドライ
ンとして参照してください。

メールアドレスを名前IDに使用することをお勧
めしています。このようにすることにより、

メールアドレスを基にシステムにアカウントを

設定しているエンドユーザーが簡単にSSOを使
用できるようになります。

その他の名前 IDフォーマットを使用できます
が、お勧めしません。メールアドレス以外の形

式を使用する場合は、SSOが無効のとき、ユー
ザーはWebExのサイトにサインインできませ
ん。

デフォルト：指定なし

NameID形式

IdPに設定する値を入力します。
AuthnContextClassRefは AuthnRequestメッセー
ジに表示される値です。

デフォルト：
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

AuthnContextClassRef
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説明フィールド

SSOが成功したとき、システムはこの URLに
リダイレクトします。デフォルトページは、通

常のログインと同じ Cisco WebExミーティング
ページです。

既定のWebExターゲットページの URL

SSOが成功したとき、システムはこの URLに
リダイレクトします。デフォルトでは、エラー

ページに通常の Cisco WebExエラーページを使
用します。

顧客の SSOエラーの URL

このオプションを使用すると、SAML2プロト
コルにより定義されたシングルログアウトが有

効になります。SSOオプションを選択している
が、シングルログアウトのオプションを選択し

ていない場合、エンドユーザーページ上にサイ

ンアウトオプションは表示されません。

ADFS2.0の場合、このオプションは選択しませ
ん。

IdP初期化済み SLOはこのバージョ
ンではサポートされていません。

（注）

シングルログアウト

IdPの SAML2に対するアサーション消費 URL
を入力します。

顧客 SSOサービスログアウトの URL

このオプションが表示された場合に

のみシングルログアウトを選択。

（注）

Cisco WebExアカウントのないユーザーはサイ
ンインできません。このオプションを選択する

と、サインインしようとした場合に新しいユー

ザーに対するアカウントが自動生成されます。

アカウント自動作成

このオプションを使用すると、SAML2アサー
ションの "updateTimeStamp"に Cisco WebExの
現データより新しいユーザー情報が存在する場

合にユーザー情報が更新されます。

アカウントの自動更新
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説明フィールド

このオプションを選択して、ドメインサフィッ

クスのないユーザーを認証します。アクティブ

ディレクトリ UPNのための UIDドメインサ
フィックスの削除オプションは、以下の場合に

機能します。

• NameIdフォーマットがメールであり、UID
フォーマットがX509サブジェクト名また
はユーザープリンシパル名（UPN）である
場合。

• NameIdフォーマットが X509サブジェク
ト名または UPNである場合。

Active Directory UPNの UIDドメインサフィッ
クスを削除する

ステップ 6 [SSOを有効にする]を選択します。
[SSO設定のレビュー]ページが表示されます。設定を見直してから、[保存]を選択します。

SSO を無効にする

はじめる前に

SSOを無効にすると、ユーザーが会社の入力情報で再委員できなくなります。ユーザーにSSOを
無効にすること、および Cisco WebExの入力情報でまだサインインできることを知らせてくださ
い。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [統合 SSO]の順に選択します。

ステップ 3 「SSOを無効にする場合はここをクリック」という文を検索します。 [ここをクリック]リンクを
選択します。

ステップ 4 [SSOを無効にする]を選択します。
SSOを無効にしたことを表示するバナーのある [フェデレーション SSO]ページが表示されます。
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クラウド機能の設定

ユーザーが Cisco WebEx Meetings Server and SaaS WebExアカウントの両方とともに使用できる
CiscoWebEx生産性向上ツールの単一バージョンを使用できるように、または CiscoWebExシステ
ムによってオンラインでホストされているトレーニングビデオ閲覧できるように構成することが

可能です。

システムはCicso WebEx SaaSのWBS27、WBS28、Cisco WebEx Meetings1.2をサポートしていま
す。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [クラウド機能] の順に選択します。

ステップ 3 （オプション）[ユーザーがWebEx生産性向上ツールから SaaSWebExアカウントにサインインで
きるようにする]チェックボックスを選択します。

ステップ 4 [保存]を選択します。

仮想マシンのセキュリティの設定

仮想マシンのセキュリティ機能には、暗号キーの更新や、FIPS対応暗号化の有効/無効化などがあ
ります。

暗号鍵を更新する

CiscoWebExMeetings Serverは、内部生成された暗号化キーを使用して、システム内の仮想マシン
間のすべての通信を確保します。この機能を使用して、定期的に暗号化キーを更新します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定 >セキュリティ >仮想マシン]の順に選択します。

ステップ 4 [暗号化キーの更新]を選択します。

ステップ 5 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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FIPS について
連邦情報処理標準（FIPS）140は、暗号モジュールのセキュリティ要件を指定する、米国および
カナダの政府規格です。暗号モジュールは、「承認されているセキュリティ機能（暗号アルゴリ

ズムとキー生成を含む）を実装するハードウェア、ソフトウェア、および/またはファームウェア
のセットで、それが暗号境界内に含まれているもの」です。この暗号モジュールが検証対象で

す。

FIPS 140 の要件

非常に高レベルにて、FIPS 140の要件は、以下のモジュールの特性に適用されます。

• FIPSによって承認されているアルゴリズムの実装

•キーライフサイクルの特定の管理

•承認されているランダムな数値の生成

•暗号アルゴリズムの自己テスト、画像のインテグリティ、および乱数ジェネレータ（RNG）

Cisco WebEx Meetings Serverは、Cisco SSL 2.0を使用して FIPS 140-2レベル 2コンプライアンスを
達成します。

FIPS 有効状態

FIPSを有効にすると、一般的なウェブブラウザおよびオペレーティングシステムとの互換性が低
くなることがあります。兆候には、システムへのサインインの問題、404エラー、およびミーティ
ングの開始と参加の問題が含まれますが、これらに限定されるとは限りません。

Ciscoでは、以下のアクションを実行することをお勧めします。

• Windows PCがWindows XP SP3以上で稼働されているようにする。

•ユーザーが使用するウェブブラウザが、Internet Explorer、Mozilla Firefox、Google Chromeの
いずれであっても、すべてのWindowsコンピュータをMicrosoft Internet Explorer 8以上に更
新してください。FIPS有効クライアント（CiscoWebExMeetings、生産性向上ツール、WebEx
録画プレーヤーなど）は、Internet Explorer 8以上でのみ利用可能な FIPS有効システムのライ
ブラリを使用してるため、ユーザーが使用するすべてのコンピュータで Internet Explorer 8以
上がインストールされている必要があります。

•すべてのユーザーのコンピュータで [インターネット設定]を TLS暗号化に設定します。 PC
デスクトップで、[コントロールパネル] > [インターネットオプション] > [詳細設定] > [セキュ
リティ] > [TLS 1.0および TLS 1.2を使用]の順に選択します。最大限の互換性を実現するに
は、TLS 1.0と TLS 1.2を両方とも使用することが推奨されます。また、最低でも [TLS 1.0を
使用する]を選択してください。

•ユーザーがゲスト（たとえば、社外の人）に対するミーティングを主催する場合は、そのゲ
ストユーザーがミーティングに参加する前に、各自が使用するコンピュータのオペレーティ
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ングシステムおよびウェブブラウザを更新するよう知らせる必要があります。前述の手順

を実施しないと、互換性の問題が発生することがあります。前述の手順は、ミーティングの

招待状に含めることをお勧めします。手順を招待状に含めるには、管理サイトで [設定] >
[メール]> [テンプレート]の順に選択して適切な招待状を見つけ、適切に編集することによっ
て行えます。

FIPS 対応暗号化を有効にする
この機能を使用して米国連邦情報処理規格（FIPS）準拠の暗号化を設定します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定 >セキュリティ >仮想マシン]の順に選択します。

ステップ 4 [有効にする]を選択して FIPS準拠の暗号化を選択し、[継続]で確認します。
システムに FIPS準拠の暗号化が設定されます。

ステップ 5 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。

FIPS 対応暗号化を無効にする
この機能は、システムで米国連邦情報処理規格（FIPS）準拠の暗号化システムを無効にする際に
使用します。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [設定 >セキュリティ >仮想マシン]の順に選択します。

ステップ 4 [無効]を選択すると、FIPS準拠の暗号化を無効にしてから、[継続]を選択して確認します。
システムの FIPS準拠暗号化が無効になります。

ステップ 5 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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第 15 章

レポートの管理

月次レポートを表示して、特定の日付範囲でレポートをカスタマイズできます。レポートでは、

[会社情報]ページで設定した言語、場所、タイムゾーンを使用します。詳細については、会社情
報の設定, （200ページ）を参照してください。

システムが新しく導入されたり、最近アップグレードされたとき、最初の月末までカスタマイ

ズされた詳細レポートを除き、使用可能なレポートのデータはありません。その場合、ダウ

ンロードリンクとこのセクションに記載されているその他のすべてのレポートは、最初の月

末まで使用できません。

（注）

• 月次レポートをダウンロードする, 263 ページ

• 月次レポートについて, 264 ページ

• カスタマイズした詳細レポートの生成, 266 ページ

• カスタム詳細レポートについて, 266 ページ

月次レポートをダウンロードする

このページから月次レポートを見る、またはダウンロードできます。レポートはPDF形式で表示
されます。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [レポート]を選択します。

ステップ 3 見たい月間レポートの [ダウンロード]リンクを選択します。
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月次レポートについて

月次レポートは以下で構成されています。

システム概要レポート

システム概要レポートには以下のレポートで構成されています。

•サービス選択:このレポートは、過去3か月間の固有の主催者および出席者の数を描いたグラ
フと、今後3か月間の成長予想を表示します。

•ユーザーライセンス:このレポートは、使用のために購入したライセンスの割合と、過去3か
月間に使用したライセンスの数および今後3か月間の使用予想をグラフで表示します。これ
らの数値を活用して今後のライセンス使用数を予測したり、ライセンス購入数を調整したり

できます。詳細については、LicenseManagerを使用したライセンスのフルフィル,（194ペー
ジ）を参照してください。

•システムサイズ:このレポートは、ミーティング参加ピークとピーク時のシステム使用割合
を表示します。このグラフは、過去3か月間のミーティング参加ピークと、今後3か月間の予
測成長率を表示します。

•ストレージ:このレポートは、データアーカイブおよび録画のストレージ使用量を合計スト
レージ容量に対する割合と合計ギガバイト（GB）で表示します。グラフは、過去3か月と今
後3か月の予測成長率を描きます。このレポートを使用して、ストレージの使用状況を監視
します。ストレージ容量を追加する必要がある場合は、有効化する前に、既存のストレージ

データのアーカイブと録画ファイルを新しいストレージサーバーに手動でコピーする必要が

あります。

このセクションは、ストレージサーバーを構成した場合のみ表示されます。

詳細については、ストレージサーバーの設定, （174ページ）を参照してくだ
さい。

（注）

•ネットワークーこのレポートは、以下を表示します。

◦ Mbps単位でのピーク時のネットワーク帯域幅使用量。

◦このグラフは、過去3か月間と今後3か月間（赤色のバーは最大ネットワーク帯域幅を示
す）の予測成長率におけるピークネットワーク使用状況をMbpsで表示します。

◦円グラフは、各システムリソースが使用した帯域幅の割合を描きます。

•計画/非計画システムダウンタイム -このレポートは、以下を表示します。

•過去3か月間のシステム平均稼動時間。

•過去3か月間の計画外システム停止の平均時間。

•過去3か月間に停電により停止したミーティングの平均数。
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•このグラフは、過去3か月間の計画ダウンタイムと計画外ダウンタイム、および今後3か
月間の予測成長を描きます。

ダウンタイムの増加は、使用量の増加が反映される場合があります。そのた

め、ダウンタイムの統計を、他のレポートに表示される使用状況統計と比較

してください。

（注）

ミーティング概要レポート

ミーティング概要レポートは、以下のレオーとで構成されています。

•ミーティングステータス:このレポートは、過去3か月間のミーティングの状態と、問題が発
生したミーティングの割合、該当する月に主催されたミーティングの総数を表示します。リ

アルタイムのミーティグ状態は、ダッシュボードをご覧ください。詳細については、ダッ

シュボードについて, （121ページ）を参照してください。

•ミーティングサイズ:このレポートは、過去3か月間にシステムで開催されたミーティングの
サイズ、そのミーティングサイズの停止、その月に実施された最大サイズのミーティグに関

する情報を表示します。

•ミーティング機能の使用状況:このレポートは以下を表示します。

◦先月に最も使用された機能（その機能が使用された合計使用時間（分）を含む）

◦先月にシステムで最も成長が早い機能（成長率を含む）

◦グラフは、システムの各機能の使用状況を分単位で描きます。

◦グラフは、システムで成長が最も速い機能の成長率を描きます。

•最もアクティブな参加者のメールドメイン:このレポートは以下を表示します。

◦グラフは、最もアクティブな参加者のメールドメインを描きます。

◦参加者のメールドメインの停止。

◦システムのミーティング参加者が使用するメールドメインの上位3つを表示します。

•ピークの日付と時刻:このレポートは2つのグラフを表示します。 1つ目のグラフは、先月で
最も使用の多い曜日を描きます。 2つ目のグラフは、先月で最も使用の多い日の時刻を描き
ます。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.0    
265

月次レポートについて



カスタマイズした詳細レポートの生成

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [レポート >レポートのカスタマイズ]の順に選択します。

ステップ 3 表示したいレポートの日付範囲を選択したら、[送信]を選択します。
デフォルトは現在の月です。日付範囲は最大6か月まで拡張できます。

カスタマイズしたレポートの日付を表示する送信済みのカスタマイズレポート要求ページが表示

されます。 CSV形式のカスタマイズされたレポートへのリンクを明記したメールが送信されま
す。

ステップ 4 [完了]を選択します。

カスタム詳細レポートについて

カスタム詳細レポートを生成すると、以下のレポートのアーカイブ（CSVフォーマット）を含む
メールを受信します。

•不正操作レポート -このレポートはパーソナル会議ミーティングを開始または参加する際に、
発信者がホストまたは参加者のアクセスコード、またはホスト PINを 3回間違えた場合に、
失敗した電話通信アクセスを表示します。このレポートは以下のフィールドを含みます。

•発信されたアクセス番号 -パーソナル会議ミーティングを開始または参加するためにダ
イアルした Cisco WebExコールイン番号

•発信番号 -発信するために使う電話番号

•発信開始時間 -発信した日時

•第 1アクセスコード -発信者が入力した最初の不正なアクセスコード

•第1アクセスコードオーナーのメール（該当する場合） -アクセスコードが有効なCisco
WebEx Meetings Serverアカウントに対応する場合の、1番目の不正なアクセスコードを
入力したユーザーのメールアドレス

•第 2アクセスコード -発信者が入力した 2番目の不正なアクセスコード

•第2アクセスコードオーナーのメール（該当する場合） -アクセスコードが有効なCisco
WebEx Meetings Serverアカウントに対応する場合の、2番目の不正なアクセスコードを
入力したユーザーのメールアドレス

•第 3アクセスコード -発信者が入力した 3番目の不正なアクセスコード
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•第3アクセスコードオーナーのメール（該当する場合） -アクセスコードが有効なCisco
WebEx Meetings Serverアカウントに関連する場合の、3番目の不正なアクセスコードを
入力したユーザーのメールアドレス

•ミーティングレポート -このレポートには、指定した期間中に実施したすべてのミーティン
グに関する情報が含まれます。これには以下のフィールドがあります。

• MeetingID -ミーティングをスケジュールしたときにシステムが生成する固有のID。

•ミーティング番号 Cisco WebExミーティングの番号。

•件名 -主催者が設定したミーティングの名前。

•主催者名 -ミーティングの主催者

•開始時間 -ミーティングを開始する日付と時刻。

•所要時間 -ミーティングの所要時間（分）

•参加者数—ホストを含めた参加者の人数

•状況

•コールイン音声通話分数

•コールバック音声通話分数

• VoIP時間 (分)

•ビデオ時間 (分)

•録画時間 (分)

•録画間隔 -ミーティング中に作成された各録画の開始時間と停止時間を指定します。

•ウェブ共有時間 (分) -すべての参加者がウェブミーティングに使った合計使用時間（分）
（たとえば、3人の参加者が10分間のウェブミーティングに出席した場合、ウェブ共有
時間は 30分）

•参加者 -ミーティング参加者の一覧。

•主催者プラットフォーム/ブラウザ -主催者が Cisco WebExミーティングを開始したと
き、その主催者が使用していたブラウザとオペレーティングシステムのバージョンで

す。

•主催者 IPアドレス -主催者が Cisco WebExミーティングを開始したとき、その IPアド
レスは、その主催者が使用します。

•トラッキングコード -トラッキングコードは、ミーティングをスケジュールしたときに
主催者が適用します。

•ネットワーク帯域幅活用レポート -このレポートには、以下の各機能に対して、指定した期
間中のネットワーク大域幅使用量を日別に一覧します。

•音声の最大消費帯域幅 (mbps)
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•音声 VoIPの最大消費帯域幅 (mbps)

•ビデオの最大消費帯域幅 (mbps)

•ウェブ共有の最大消費帯域幅 (mbps)

消費0（ゼロ）は、該当する日に機能が使用されていないことを示す。消費1以下は、指定し
た日の消費が1Mbps以下の場合に表示される。

ビデオのネットワーク帯域幅消費には、カメラのビデオとウェブミーティングのビデオファ

イル共有のビデオが含まれます。ビデオがサイトで無効になっている場合、ビデオのカメラ

をオンにできませんが、それでもビデオファイルの共有はできます。このことにより、レ

ポートに含まれるビデオのネットワーク帯域幅を消費することにつながります。これは、ビ

デオがサイトで無効になっている場合、ビデオのネットワーク帯域幅消費を生じさせる唯一

の状況です。

•ストレージ容量活用レポート:このレポートは、一覧されている日付に使用した合計ディス
ク容量と、各日に発生したミーティング（録画されているもの）の数を表示します。

このレポートは、ストレージサーバーを構成した場合のみ含まれます。詳細

については、「ストレージサーバーの設定」をご覧ください。

（注）

•参加者レポート -このレポートはミーティングの履歴、各ミーティングの開始時間、および
を各ミーティングに適用されるトラッキングコードを表示します。

◦ミーティング ID -ミーティングをスケジュールしたときにシステムが生成する固有の
ID。

◦会議名 -ミーティングをスケジュールするときに主催者が [議題]フィールドに入力した
ミーティングの名前。

◦ユーザー名 -主催者のユーザー名

◦参加時間 -ユーザーが Cisco WebExミーティングに参加した日時。

◦退出時間 -ユーザーが Cisco WebExミーティングを退出した日時。

◦継続時間 -ユーザーが Cisco WebExミーティングに参加した時間と分の総数。

◦プラットフォーム/ブラウザ -主催者がCiscoWebExミーティングを開始したときに、オ
ペレーティングシステムとその主催者が使用したブラウザのバージョンです。

◦クライアント IPアドレス - Cisco WebExミーティングを開始する主催者、またはその
ミーティングに出席する参加者により使用されるWebExクライアントの IPアドレス。

◦セッション開始時間 -セッションを開始する時間。

◦セッション終了時間 -セッションが終了する時間。

◦セッションのタイプ -セッションタイプは、ビデオ（ウェブ共有)、VoIP（電話回線接
続）、コールイン、またはコールバックになります。
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◦セッション継続時間 -セッションが続いた時間。

◦電話番号 - WebExミーティングでの通話に使用された電話の電話番号。

◦電話番号。サーバー -電話サーバー。

•システムダウンタイムレポート:このレポートには、指定期間内のシステムダウンタイムに
関する情報が含まれます。以下のフィールドを含みます。

◦カテゴリ -サービス無効またはメンテナンスサービス無効とは停電を示します。メン
テナンスは、予定したメンテナンス期間を示します。

◦サービス -影響を受ける機能を一覧します。

◦ダウンタイム開始 -ダウンタイムが始まった日付と時刻。

◦ダウンタイム終了 -ダウンタイムが終わった日付と時刻。

◦ミーティング中断数 -中断されたミーティングの数を一覧します。計画メンテナンスの
場合はこのフィールドは空白です。サービス無効時間中にスケジュールされているミー

ティングがない場合は0（ゼロ）です。

•ユーザーライセンスの使用レポート -このレポートには 2つのバージョンがあります。 1つ
のバージョンでは過去 30日のライセンスの使用が表示され、タイトルは
UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csvです。もう 1つのバージョンンでは現在の月 (今
月の 1日から今日まで)のライセンスの使用が表示され、タイトルは
UserLicenseUtilizationForThisMonth.csvです。これらのレポートには以下が含まれます。

◦ユーザー名 -ミーティング主催者のユーザー名。

◦メールアドレス -ミーティング主催者のメールアドレス。

◦ミーティング ID -ミーティングをスケジュールしたときにシステムが生成する固有の
ID。

◦ミーティング番号 Cisco WebExミーティングの番号。

◦開始時間 -ミーティングを開始した日付と時刻。

◦同時ミーティング -同じユーザーがスケジュールした同時ミーティングの数を示しま
す。録画された各同時ミーティングは、同時ミーティングをスケジュールしたユーザー

に対してラインが追加されます。
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第 16 章

サポート機能の使用

• ログのカスタマイズ, 271 ページ

• リモートサポートアカウントにサインアップする, 273 ページ

• リモートサポートアカウントを無効にする, 273 ページ

• の使用, 274 ページ

• システムリソーステストの使用, 274 ページ

ログのカスタマイズ

特定のミーティングに対する全システムのアクティビティを表示するログファイルを生成できま

す。ログファイルをトラブルシューティングに使用したり、Ciscoテクニカルアシスタンスセン
ター（TAC）に提出してアドバイスをもらうことができます。

ログファイルは就業時間外に生成することをお勧めします。大きなサイズのログファイルは

システムの性能に影響を与える場合があります。

（注）

ログデータは 30日間保持されます。しかし、Cisco WebEx Meetings Server 1.xを Release 2.0に
アップグレードした場合、Release 1.xのログデータは Cisco WebEx Meetings Server 2.0のシス
テムに移行されず、Release 2.0へのアップグレード完了後は利用できなくなります。

（注）

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート] > [ログ]の順に選択します。

ステップ 3 ログのカスタマイズページのフィールドに入力が完了したら、[送信]を選択します。
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説明フィールド

Cisco TACケース IDを入力します。ケース ID
は、Cisco TACがケースに割り当てた際に取得
します。この機能を使用して、ケース IDに関
連するログを生成することができます。

（オプション）ケース ID

ログタイプを選択します。システム全体のログ

または特定のミーティングログを選択できま

す。システム全体のログは、指定したすべての

ログ情報をログ収集システム及び特定のミー

ティングのログとデータベースからデータ処理

用マット。

デフォルト：システム全体のログ

種類

ログの範囲を選択します。ログの開始および終

了日と時刻を指定する必要があります。制限は

24時間です。ログデータは30日間のみ保管さ
れます。

24時間以上のログを作成する場合は、
この操作を繰り返し、連続する日付お

よび時刻範囲を選択します。各操作

の結果は、別々のログファイルとして

生成されます。例: 1月1日から1月3日
のログを生成する場合は、1月1日から
1月2日の範囲で日付を選択し、[送信]
を選択して作成したログファイルをダ

ウンロードします。次に、1月2日か
ら1月3日の範囲で日付を選択し、[送
信]を選択して作成したログファイル
をダウンロードします。

（注）

範囲

ログに含めるデータを指定します。

デフォルト：すべてのアクティビティ

含める

ログが生成され、ログをダウンロードするリンクを含むメールが送信されます。
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リモートサポートアカウントにサインアップする

技術的な問題が発生し、Cisco TACに支援を求めた場合は、リモートサポートアカウントを設定
して、TAC担当者が一時的にシステムにアクセスできるように許可できます。本製品は、管理者
に CLIアクセスを提供しないため、TAC担当者が問題を解決する必要があります。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート >リモートサポートアカウント]の順に選択します。

ステップ 3 [リモートサポートを有効にする]を選択します。

ステップ 4 リモートサポートアカウントページに必要事項を入力したら、[アカウントの作成]を選択します。

説明フィールド

リモートサポートアカウントの名前を入力し

ます (6～30文字)。
リモートサポートアカウント名

アカウントの有効期限を時間単位で指定しま

す。最長は720時間（30日間）です。
アカウントの有効期限

2- Webex Meetings Serverを選択します。
Cisco WebEx Meetings Server Version
1.5のリリース前から有効なリモート
サポートアカウントをお持ちの場合

は、この設定は必要ありません。

（注）

デコーダーバージョン

[リモートサポートアカウントの作成]ダイアログボックスが表示され、パスフレーズコードが表
示されます。 Cisco TACに連絡して、Remote Supportアカウント名とパスフレーズコードを伝え
ると、Ciscoサポート担当者がシステムにアクセスできるようになります。

リモートサポートアカウントを無効にする

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート >リモートサポートアカウント]の順に選択します。

ステップ 3 「リモートサポートを有効にしました」メッセージの横にある [無効にする]リンクを選択します。
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リモートサポートアカウントが無効になります。

使用

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート] > [ミーティングテスト]の順に選択します。

ステップ 3 [次へ]を選択します。
システムがミーティングテストを実施し、ミーティングをスケジュール、開始、参加する機能を

検証します。テストの結果は数分以内に表示されます。

システムリソーステストの使用

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。

ステップ 3 [サポート] > [システムリソーステスト]の順に選択します。

ステップ 4 [次へ]を選択します。
テスト結果には以下が表示されます。

• CPU、メモリー、ネットワーク、システムの各ホストの使用状況

•サイトおよび管理 URLの内部および外部接続性チェック

ステップ 5 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
メンテナンスモードをオフにしてからシステムを再起動します。再起動が完了したら、管理サイ

トにサインインします。
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