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第 1 章

システム概要

• 製品ライセンス情報, 1 ページ

• 製品マニュアルについて, 1 ページ

• 規約, 2 ページ

製品ライセンス情報
製品ライセンス情報へのリンク:

• http://www.webex.com/license.html

• http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

• http://www.webex.com/CiscoWebExMeetingsServerSEULA.html

製品マニュアルについて
CiscoWebExMeetings Server Guidesは、システムの計画、展開、管理など、詳細な手順を説明しま
す。

これには、実際にシステムを展開する前に情報を収集し、決定を行うことができるように、イン

ストールおよびネットワークのチェックリストを含んでいます。

さらに、以下のような展開後のシステム変更手順を扱いします。

•高可用性システム（HA）を追加する

•大きなシステムサイズにシステムサイズを拡張する

•システムを最新バージョンに更新またはアップグレードする

「Cisco WebEx Meetingsサーバー管理ガイド」では、以下を含む管理サイトで利用可能な機能の
使い方について説明しています。
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•ダッシュボード：ダッシュボードは、システムモニターを表示します。これには、アラーム
設定、ミーティングトレンドページ、リソース履歴ページ、システムページ、設定ページが

含まれます。詳細については、ダッシュボードについてを参照してください。

•ユーザー管理：ユーザーの追加、インポート、有効化、無効化、およびトラッキングコード
の設定、これらの機能を使用するシステムユーザーにメール送信します。詳細については、

ユーザーの管理, （121ページ）を参照してください。

•システム：システムのプロパティ、サイトおよび管理サイトURL、サーバー、SNMP設定、
これらの機能に関するライセンスの設定を行います。詳細については、システムの設定, （
147ページ）を参照してください。

•設定：会社の情報、ブランド設定機能、ミーティング設定、音声、ビデオ、移動性、サービ
スの質、パスワード、メール設定、ダウンロード、セキュリティ設定を行います。詳細につ

いては、設定を行う, （177ページ）を参照してください。

•レポート管理：月次レポートの設定と表示を行います。詳細については、レポートの管理,
（261ページ）を参照してください。

•サポートアクセスと情報：サポートケースの開始と表示、デバッグ機能の設定、システムリ
ソースの活用、これらの機能を使用したミーティングテストを行います。詳細については、

サポート機能の使用, （293ページ）を参照してください。

規約
本製品を説明する際の用語。

データセンター—システムのインスタンスを含む、最低 1つのデバイスが含まれる物理的ハード
ウェア。

高可用性—プライマリシステムと並列してローカルで存在する冗長システム。プライマリシステ
ムが故障したとき、高可用性システムが故障した機能を代替し、アラートが送信されます。フェ

イルオーバーはユーザーに対し透過的です。

サーバー—Cisco WebEx Serverの単一インスタンス。複数のデータセンターは単一システムとし
て結合され、機能することができます。

システム—1つまたは複数の物理的データセンターを含む、Cisco WebEx Serverのシステムアプリ
ケーション。
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第 I 部

Cisco WebEx Meetings Server 展開ガイド
• システムでの VMware vSphereの使用, 5 ページ

• システムを自動で展開, 13 ページ

• システムを手動で展開, 35 ページ

• 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。, 55 ページ

• 展開後にシステムを変更する, 61 ページ

• 高可用性システムの追加, 63 ページ

• システムのより大きなサイズへの拡張, 69 ページ

• システムの更新, 75 ページ

• システムのアップグレード, 83 ページ

• システムのテスト, 93 ページ





第 2 章

システムでの VMware vSphere の使用

• VMware vSphereの使用, 5 ページ

• ESXiホストを設定して NTPサーバーを使用する, 6 ページ

• VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, 6 ページ

• VMware vCenterを使用してスナップショットを撮る, 7 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, 9 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アップデート 1、5.0アップデート 2、5.1、5.1アップデート 1、ま
たは 5.5を使用します。

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アップデート 1、5.0アップデート 2、5.1、5.1アップデート 1、または
5.5を使用します。

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します。

• 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プランニ
ングガイドとシステム要件」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
デバイスクロック同期に Network Time Protocol (NTP)を使用し、NTPサーバーが利用可能である
ことを確認するように、ESXiホストを構成します。マルチデータセンター環境では、データセン
タークロックの同期はデータセンター間のデータ共有を維持するために不可欠です。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。

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] > [時間構成]をソフトウェアセクションで選択します。

ステップ 3 [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。
当社では、[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軽減するこ
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
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, （159ページ）を参照してください。
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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及びこの既知のパフォーマンスについて、VMware vCenterを使用してス
ナップショットを撮る, （7ページ）を参照してください。

ステップ 1 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。

当社は、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。古いバックアップまたはスナップショッ

トからデータセンターを復元する場合、予期しない動作の原因となる場合があります。

（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、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 (VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （6ページ）を参照し
てください)。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

原因で音声およびビデオの性能低下を経験する場合があります。したがって、バックアップを使
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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。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、アップグレードを行う前に元のシステム

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、当社はシステムをバックアップしたり（特にアップグレード

または拡張を行う場合）、各仮想マシンのスナップショットを撮る（更新を行う場合）ことをお

勧めします。VMwareData 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。 (VMwareData Recover/vSphereData Protectionは、vSphere Essentials Kit以外の、VMware vSphere
に含まれています。)

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。

当社は、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することをお勧めします。VMwareDataRecovery
(vSphereリリース 5.1以降はVMware vSphereData 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, （6ページ）を参照してください。

メモ

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, （116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。

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。
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•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、VMware vCenterを使用することで、既存の管理用仮想マシンからの仮想マ
シンディスク (VMDK)を、新しい仮想マシンにアタッチする方法を説明します。この手順は、シ
ステムを拡張またはアップグレードするときに使用します。（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ベースの 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

この VMDKファイルのスナップショットではなく、オリジナルのベース VMDKファイルを
ハードディスク 4にコピーするようにしてください。

重要

直接接続ストレージ (DAS)を使用している場合は、VMDKを新しい管理用仮想マシンがアク
セスできる logical unit number (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「現在の」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、「アップグレード」管理用仮

想マシンと呼びます。

（注）

ステップ 1 VMware vCenterの在庫を検索して、システムに対する現在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.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（現在や拡張またはアップグレードした管理用仮想マシン）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、現在の管理用仮想マシンの VMDKを、拡張または更新された管
理用仮想マシンのフォルダにコピーします。

a) 現在の管理用仮想マシンフォルダで、ハードディスク 4と関連付けられたVMDKを見つけます。正確
性を確認するため、ステップ 4で書いたファイル場所を参照します。

b) ファイルを右クリックして、[コピー]を選択します。
c) 拡張またはアップグレードされた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 VMwarevCenterの在庫を探し、システム用の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 拡張または更新された仮想マシン名を右クリックして、[設定の編集]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、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新しい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 3 章

システムを自動で展開

• 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, 17 ページ

• 自動展開の必須情報, 17 ページ

• VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, 21 ページ
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• 展開の確認, 25 ページ

• インストールするシステムの選択, 25 ページ

• 展開のタイプの選択, 26 ページ

• VMware vCenterの入力情報を提供する, 26 ページ

• メディア仮想マシンの vCenter設定を選択する, 27 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, 27 ページ

• パブリックアクセスを追加する, 28 ページ

• パブリック VIPアドレスの入力, 30 ページ

• プライベート VIPアドレスの入力, 30 ページ

• WebExサイトおよびWebEx管理のURL, 31 ページ
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• システムのチェック, 33 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

システムは同時にサポートされるユーザーの数によって識別されます。

• 50人の同時ユーザー (マイクロシステムと呼ばれます。)

◦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 [高可用性（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人の同時ユーザー (小システムと呼ばれます。)

◦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人の同時ユーザー (中システムと呼ばれます。)

◦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人の同時ユーザー (大システムと呼ばれます。)

◦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

WebExサイト URL—ユーザーが単一データセンター環境でミーティングを主催または出席する
ための安全な http URL

WebEx管理 URL—管理者が単一データセンター環境でシステムを構成、監視、および管理する
ための安全な http URL

パブリック VIP—WebExサイト URLの仮想 IPアドレス

プライベート VIP—管理用サイト URLの仮想 IPアドレス、WebExサイト URL用の仮想 IPアド
レス (スプリットホライズン DNSがある場合、内部使用限定)。
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WebEx共通 URL—ユーザーがミーティングのスケジュールや主催など、ミーティング関連タス
クを実行するデータセンターにユーザーをリダイレクトするため、DNSが使用します。 DNSが
どのデータセンター選択するかはユーザーに透過的です。WebEx共通 URLは単純に、ユーザー
がシステムに入るための便利な場所です。データセンターがダウンしても、DNSがユーザーを残
存のデータセンターにリダイレクトするため、ミーティングにアクセスするための URLなど、
ユーザーにとっては何も変わりません。

管理用共通 URL—多くの場合、単純に管理用 URLと呼ばれます。管理者がシステムにログイン
する管理用データセンターに管理者をリダイレクトするために、DNSが使用します。 DNSがど
のデータセンターを選択するかは管理者に透過的です (ただし、URLバーの文字列は、管理者が
システムにアクセスするためにどのデータセンターを使用しているかによって変化します)。管理
用共通 URLは単純に、管理者がシステムに入るための便利な場所です。

管理用ローカルURL—マルチデータセンター (MDC)システム内の各データセンターに固有です。
管理用共通URLによってログインするとき、DNSは管理用データセンターの管理用ローカルURL
に管理者をリダイレクトします。ライセンスをユーザーに割り当てるなどのシステム変更は、管

理用データセンターで実行され、MDCシステム中の全データセンターへ複製されます。

管理者はCWMSアプリケーション内で修正する特定のデータセンターを選択できますが、修正す
る他のデータセンターを選択しても、管理用ローカルURLを変更できません。これは、管理者が
システムにログインしたときにDNSが選択したデータセンターに、システムへの管理者のアクセ
スが残るためです。管理者によるMDCシステム内の他のデータセンターに対する変更は、DNS
が選択した管理用データセンターを通して、ターゲットのデータセンターへ渡されます。

MDCシステムには、システム内の各データセンターに 1つずつ、少なくとも 2つの管理用ローカ
ル URLがあります。

各データセンターに固有のローカル URL

システムプロファイル情報

システムのこのチャートを完成させてください。

共通サイト URL

共通管理 URL

DC1およびDC2仮想 IPアドレ
ス

データセンター 2データセンター 1

ローカルサイト URL

ローカル管理者 URL

パブリック仮想 IPアドレス

プライベート仮想 IPアドレス
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DNSサーバー

管理仮想マシン IPアドレス

メディア仮想マシン IPアドレ
ス 1

メディア仮想マシン IPアドレ
ス 2

メディア仮想マシン IPアドレ
ス 3

Web仮想マシン IPアドレス 1

Web仮想マシン IPアドレス 2

DMZ仮想マシン IPアドレス
(オプション)

CWMS管理者電子メールアド
レス

パスワード

Remote Access1

パスワード

コールマネージャー IPアドレ
ス

Ciscoコールマネージャー管理
者 ID

Ciscoコールマネージャーパス
ワード

CWMSダイヤルイン番号

電話番号

1
リモートアクセスアカウントはアカウントがアクティブ化するまで有効化されません。
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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。以下を考慮します。

•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）。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を開きます。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。

展開のタイプに合わせて適切なチェックリストを選択します。

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

•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

•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

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。常に手動展開が必要な 2000ユーザーのシステムを展
開しない限り当社は自動展開を選択することをお勧めしています。

展開のタイプに合わせて適切なチェックリストを選択します。

•自動展開の必須情報, （17ページ）

•手動展開の必須情報, （39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。
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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。

この ESXi vCenterは、上記の
asvCenter URLと同じ vCenterになけ
ればなりません。

（注）

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

ESXiホスト

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)

データストア

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
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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)

データストア

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
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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

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)

インターネットリ

バースプロキシ

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

•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サイトの
URL
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システムの値説明フィールド名

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
OVAテンプレートは、それぞれの仮想マシンに 2つの仮想 NICを作成します。しかし、管理仮
想マシンのみが両方の仮想 NICを使用します。その他のすべての Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS)仮想マシンでは、1つの仮想 NICのみが使用され、もう 1つは切断されます。

この手順に従って実施します。 OVA展開中の画面は、この手順で説明されている vCenter、スト
レージ、ネットワーク構成によって、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。

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。VMwarevSphereクライアントを使用して、システムに管理用仮
想マシンを展開します。

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。

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。
Cisco WebEx Meetings 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, （14ページ）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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

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
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•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

•仮想マシンのホスト名と IPアドレスのエントリーを含むセカンダリ DNSサーバー (1台の DNSサー
バーしか構成されていないシステムでは単一障害点が形成されるため危険です。ネットワーク冗長

性を形成するために、セカンダリ DNSサーバーを構成することを推奨します。)

•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）

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 システムを手動でアップグレードするとき、[終了]を選択し、この手順の残りをとばし、システムの手動
アップグレード, （88ページ）の次のステップを継続行します。 (手動展開を利用して、元のシステムか
らアップグレードシステムへデータをコピーするのは、アップグレードしたシステムが展開され、まだ電

源が入っていない状態で実行される必要があります。)それ以外の場合、[展開後にパワーオン]をチェッ
クしてから、[終了]を選択します。

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 コンソールウィンドウで表示される、大文字と小文字が区別される URLを書きます。
管理者はこの URLを使用して、システム展開を継続します。

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。

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。

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。

展開に失敗した場合は、OVA実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する, （23ページ）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。
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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）

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、展開を再起動する必要がある場合があります。

CWMS Systemはバージョン 2.5へアップグレードした後の、データセンターのデフォルト名
です。英語からいかなる言語へも翻訳されません。

（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。を参照してください。 VMware
vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, （21ページ）

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

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するには、[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。

インストールするシステムの選択

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インストールされていて、冗長高可用性（HA）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。
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プライマリシステムが最初に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。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

展開のタイプの選択

システム仮想マシンを自動展開するか、または手動展開するかを選択できます。展開を手動また

は自動にするかの選択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。

•段階を追ったガイダンスを希望する場合は、自動展開の際に、このガイダンスが提供されま
す。

• 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。

常に手動展開が必要な2000ユーザーのシステムを展開しない限り当社は [自動]を選択することを
お勧めしています。

ステップ 1 自動または手動展開を選択します。

•自動: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: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ます。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。

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。
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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。

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。

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。

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）

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。
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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

IRPを使用してパブリックアクセスを追加する場合、ファイアウォール外のユーザーは、インター
ネットまたはモバイル機器からミーティングを主催または出席できます。 IRP仮想マシンはデー
タセンターごとに、いつでもシステムに追加できます。 IRPをマルチデータセンター (MDC)環境
にある1つのデータセンターに追加すると、ファイアウォール外のユーザーはシステムにアクセ
スできます。外部アクセスを防ぐには、すべての IRP仮想マシンをシステムから取り除く必要が
あります。

安全上の理由から、Internet Reverse Proxyを、管理用仮想マシンが占めるサブネットと異なるサブ
ネットに配置することを推奨します。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。

マルチデータセンター (MDC)環境では、データセンターは拡張、アップグレード、アップデート
できません。セカンダリデータセンターはMDCから削除して、シングルデータセンター (SDC)
環境にする必要があります。MDC環境は、データセンターが修正され、データセンターのサイ
ズとバージョンが一致することを確認した後に復元できます。

はじめる前に

ストレージサーバーを Internet Reverse Proxy (IRP)サーバーに接続する必要はありません。

管理用仮想マシンと IRP仮想マシンの間にファイアウォールがある場合、一時 IPアドレスはファ
イアウォールを通して許可する必要があります。

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]が
選択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]の選択を解除します。

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 (IRP)の vCenter設定を選択する,
（29ページ）
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•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, （30ページ）

• IPv6クライアント接続:クライアント接続のために IPv6を構成, （154ページ）

インターネットリバースプロキシ (IRP) の vCenter 設定を選択する

はじめる前に

vCenterがインターネットリバースプロキシ (IRP)仮想マシンを展開できるように、VMwarevCenter
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。

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

ステップ 2 IRPのデータベースを選択します。

ステップ 3 仮想マシンの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 (IRP) のネットワーク情報の入力

ステップ 1 DNSにインターネットリバースプロキシサーバー (IRP)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 IRPのホスト名
と IPアドレスも追加します。これにより、内部仮想マシンと IRPサーバー間の接続を安全なものにしま
す。

ステップ 2 次の情報を入力します:
DNSサーバーのインターネットリバースプロキシ仮想マシンのホスト名および IPアドレスがすでに入力
されている場合は、当社があなたの代わりにIpv4アドレスフィールドを探して入力します。

•完全修飾ドメイン名 (FQDN)

• 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

ステップ 3 [次へ]を選択します。
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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。

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。

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。

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。
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WebEx サイトおよび WebEx 管理のURL

WebEx サイトの 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スケジュール、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。

ポート 80および 443はWebExサイト URLに対しオープンである必要があります。（注）

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。

ポート 80および 443はWebEx Administration URLに対しオープンである必要があります。（注）

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、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
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• maintenance

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

WebEx 共通サイト URL および管理サイト URL の入力
共通サイトURLにアクセスすると、ユーザーはミーティングをスケジュールし、ミーティング録
画にアクセスできます。管理サイト URLにアクセスすると、システムを管理できます。高可用
性 (HA)システムを追加する場合、この情報を再入力する必要はありません。プライマリシステム
URLは、HAシステムの URLと一致する必要があります (URLの説明については、システム展開
の一般コンセプト, （14ページ）を参照してください)。

ステップ 1 WebEx共通サイトおよびWebEx管理サイトセキュア (https) URLを入力します。
WebEx共通サイト URLはWebEx管理 URLと異なるものでなければなりません。

WebEx URLのホスト名部分で、仮想マシンのホスト名を再使用しないでください。

ステップ 2 [次へ]を選択します。
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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。

ネットワーク接続をテストするには、DNSサーバーとファイアウォールを変更する必要がありま
す。

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。

自動展開をテストする場合、[次へ]を選択するときに、システムに必要な仮想マシンを展開しま
す。

手動展開をテストしていない場合は、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

（まだ展開していない場合）。

展開が完了したとき、電源をオンにして、仮想マシンすべてにおいて無事に電源オンしたことを

確認することで、テストを行います。

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展開され、電源がオンになるまで (または、展
開が失敗したことを示すエラーメッセージが表示されるまで)、このページを終了しないでくださ
い。

[ステータス]欄ですべての状態が緑色で表示されたとき、展開はエラーなしで完了します。 [次へ]
を選択します。

エラーが示される場合、エラーを修正し、[次へ]を選択してシステムを再展開します。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。ログ

は展開の記録を提供します。これは展開が失敗したときに障害対応を行うために利用できます。

システムを再展開する前に、エラーと関係のある仮想マシンを電源オフして削除してくださ

い。さもないと、再展開中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

システムチェックがシステムの構成パラメータを確認します。これには、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が正しいか確認することが含まれ
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。

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。チェックが無事に完了した場合、構成ユーティリティの最初のページが表示されま

す。

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。基本設定中はホスト名は
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。

•以下のいずれかを実施します。

◦エラーが発生せず、すべての状態が緑色で表示されたときに、[次へ]を選択し、電子
メール (SMTP)サーバーを構成します。, （55ページ）を継続します。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。システムチェックが完了しなかったことを単純に伝えます。ネットワーク接続

に一時的なロスが無かったので、エントリーが表示される場合があります。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。

◦ネットワーク接続に問題がある場合は、WebExサイトのURLおよび管理URL、IPアド
レスが正しく入力されていることを確認します。これらのサイトが同一のサブネットに

あり、パラメータが DNSサーバーに正しく入力されたことを確認します。

◦システムが最小要件を満たしていない場合は、2つのオプションがあります。

◦ 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を続行します。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つまたは複数の仮想マシンに問題がある場合、エラーがある仮想マシンの電源を切り、
VMware vCenterを使用することで手動で削除します。問題を解決し、システム展開を
再試行します。

• [続行]を選択して基本構成に進み、ここで電子メールサーバー (電子メール (SMTP)サーバー
を構成します。, （55ページ）)のセットアップを開始し、管理者を識別します (管理者アカ
ウントを作成する, （57ページ）)。別の管理者が基本構成を完了する場合、この URLをそ
の管理者に送信します。
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第 4 章

システムを手動で展開

• システム展開の一般コンセプト, 35 ページ

• インストールのチェックリスト, 38 ページ

• 手動展開の必須情報, 39 ページ

• VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, 41 ページ

• セットアップ用言語を選択する, 44 ページ

• 展開の確認, 44 ページ

• システムのサイズを確認する, 45 ページ

• インストールするシステムの選択, 45 ページ

• 展開のタイプの選択, 45 ページ

• パブリックアクセスを追加する, 46 ページ

• パブリック VIPアドレスの入力, 48 ページ

• プライベート VIPアドレスの入力, 49 ページ

• WebExサイトおよびWebEx管理のURL, 49 ページ

• WebEx共通サイト URLおよび管理サイト URLの入力, 50 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, 51 ページ

• 仮想マシンを展開する, 51 ページ

• システムのチェック, 52 ページ

システム展開の一般コンセプト

システムサイズ

システムは同時にサポートされるユーザーの数によって識別されます。
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• 50人の同時ユーザー (マイクロシステムと呼ばれます。)

◦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 [高可用性（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人の同時ユーザー (小システムと呼ばれます。)

◦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人の同時ユーザー (中システムと呼ばれます。)

◦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人の同時ユーザー (大システムと呼ばれます。)

◦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

WebExサイト URL—ユーザーが単一データセンター環境でミーティングを主催または出席する
ための安全な http URL

WebEx管理 URL—管理者が単一データセンター環境でシステムを構成、監視、および管理する
ための安全な http URL

パブリック VIP—WebExサイト URLの仮想 IPアドレス

プライベート VIP—管理用サイト URLの仮想 IPアドレス、WebExサイト URL用の仮想 IPアド
レス (スプリットホライズン DNSがある場合、内部使用限定)。

WebEx共通 URL—ユーザーがミーティングのスケジュールや主催など、ミーティング関連タス
クを実行するデータセンターにユーザーをリダイレクトするため、DNSが使用します。 DNSが
どのデータセンター選択するかはユーザーに透過的です。WebEx共通 URLは単純に、ユーザー
がシステムに入るための便利な場所です。データセンターがダウンしても、DNSがユーザーを残
存のデータセンターにリダイレクトするため、ミーティングにアクセスするための URLなど、
ユーザーにとっては何も変わりません。
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管理用共通 URL—多くの場合、単純に管理用 URLと呼ばれます。管理者がシステムにログイン
する管理用データセンターに管理者をリダイレクトするために、DNSが使用します。 DNSがど
のデータセンターを選択するかは管理者に透過的です (ただし、URLバーの文字列は、管理者が
システムにアクセスするためにどのデータセンターを使用しているかによって変化します)。管理
用共通 URLは単純に、管理者がシステムに入るための便利な場所です。

管理用ローカルURL—マルチデータセンター (MDC)システム内の各データセンターに固有です。
管理用共通URLによってログインするとき、DNSは管理用データセンターの管理用ローカルURL
に管理者をリダイレクトします。ライセンスをユーザーに割り当てるなどのシステム変更は、管

理用データセンターで実行され、MDCシステム中の全データセンターへ複製されます。

管理者はCWMSアプリケーション内で修正する特定のデータセンターを選択できますが、修正す
る他のデータセンターを選択しても、管理用ローカルURLを変更できません。これは、管理者が
システムにログインしたときにDNSが選択したデータセンターに、システムへの管理者のアクセ
スが残るためです。管理者によるMDCシステム内の他のデータセンターに対する変更は、DNS
が選択した管理用データセンターを通して、ターゲットのデータセンターへ渡されます。

MDCシステムには、システム内の各データセンターに 1つずつ、少なくとも 2つの管理用ローカ
ル URLがあります。

各データセンターに固有のローカル URL

システムプロファイル情報

システムのこのチャートを完成させてください。

共通サイト URL

共通管理 URL

DC1およびDC2仮想 IPアドレ
ス

データセンター 2データセンター 1

ローカルサイト URL

ローカル管理者 URL

パブリック仮想 IPアドレス

プライベート仮想 IPアドレス

DNSサーバー

管理仮想マシン IPアドレス

メディア仮想マシン IPアドレ
ス 1
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メディア仮想マシン IPアドレ
ス 2

メディア仮想マシン IPアドレ
ス 3

Web仮想マシン IPアドレス 1

Web仮想マシン IPアドレス 2

DMZ仮想マシン IPアドレス
(オプション)

CWMS管理者電子メールアド
レス

パスワード

Remote Access2

パスワード

コールマネージャー IPアドレ
ス

Ciscoコールマネージャー管理
者 ID

Ciscoコールマネージャーパス
ワード

CWMSダイヤルイン番号

電話番号

2
リモートアクセスアカウントはアカウントがアクティブ化するまで有効化されません。

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。以下を考慮します。
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•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）。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を開きます。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。

展開のタイプに合わせて適切なチェックリストを選択します。

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

•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

•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

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。常に手動展開が必要な 2000ユーザーのシステムを展
開しない限り当社は自動展開を選択することをお勧めしています。

展開のタイプに合わせて適切なチェックリストを選択します。

•自動展開の必須情報, （17ページ）

•手動展開の必須情報, （39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。
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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

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サイトの
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
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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
OVAテンプレートは、それぞれの仮想マシンに 2つの仮想 NICを作成します。しかし、管理仮
想マシンのみが両方の仮想 NICを使用します。その他のすべての Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS)仮想マシンでは、1つの仮想 NICのみが使用され、もう 1つは切断されます。

この手順に従って実施します。 OVA展開中の画面は、この手順で説明されている vCenter、スト
レージ、ネットワーク構成によって、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。

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。VMwarevSphereクライアントを使用して、システムに管理用仮
想マシンを展開します。

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。

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。
Cisco WebEx Meetings 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。

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, （14ページ）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
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）

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

•仮想マシンのホスト名と IPアドレスのエントリーを含むセカンダリ DNSサーバー (1台の DNSサー
バーしか構成されていないシステムでは単一障害点が形成されるため危険です。ネットワーク冗長

性を形成するために、セカンダリ DNSサーバーを構成することを推奨します。)

•インストール時と、仮想マシン起動後に表示される言語
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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）

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 システムを手動でアップグレードするとき、[終了]を選択し、この手順の残りをとばし、システムの手動
アップグレード, （88ページ）の次のステップを継続行します。 (手動展開を利用して、元のシステムか
らアップグレードシステムへデータをコピーするのは、アップグレードしたシステムが展開され、まだ電

源が入っていない状態で実行される必要があります。)それ以外の場合、[展開後にパワーオン]をチェッ
クしてから、[終了]を選択します。

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 コンソールウィンドウで表示される、大文字と小文字が区別される URLを書きます。
管理者はこの URLを使用して、システム展開を継続します。

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。

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。

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。

展開に失敗した場合は、OVA実装に失敗した後にネットワーク構成を確認する, （23ページ）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
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詳しい手順は、Vmware vSphere説明書を参照してください。（注）

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、展開を再起動する必要がある場合があります。

CWMS Systemはバージョン 2.5へアップグレードした後の、データセンターのデフォルト名
です。英語からいかなる言語へも翻訳されません。

（注）

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。を参照してください。 VMware
vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, （21ページ）

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

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するには、[次へ]を選択します。

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5
44

セットアップ用言語を選択する



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。

インストールするシステムの選択

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インストールされていて、冗長高可用性（HA）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最初に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。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

展開のタイプの選択

システム仮想マシンを自動展開するか、または手動展開するかを選択できます。展開を手動また

は自動にするかの選択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。

•段階を追ったガイダンスを希望する場合は、自動展開の際に、このガイダンスが提供されま
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。

常に手動展開が必要な2000ユーザーのシステムを展開しない限り当社は [自動]を選択することを
お勧めしています。

ステップ 1 自動または手動展開を選択します。

•自動: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: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ます。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。

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

IRPを使用してパブリックアクセスを追加する場合、ファイアウォール外のユーザーは、インター
ネットまたはモバイル機器からミーティングを主催または出席できます。 IRP仮想マシンはデー
タセンターごとに、いつでもシステムに追加できます。 IRPをマルチデータセンター (MDC)環境
にある1つのデータセンターに追加すると、ファイアウォール外のユーザーはシステムにアクセ
スできます。外部アクセスを防ぐには、すべての IRP仮想マシンをシステムから取り除く必要が
あります。

安全上の理由から、Internet Reverse Proxyを、管理用仮想マシンが占めるサブネットと異なるサブ
ネットに配置することを推奨します。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。

マルチデータセンター (MDC)環境では、データセンターは拡張、アップグレード、アップデート
できません。セカンダリデータセンターはMDCから削除して、シングルデータセンター (SDC)
環境にする必要があります。MDC環境は、データセンターが修正され、データセンターのサイ
ズとバージョンが一致することを確認した後に復元できます。

はじめる前に

ストレージサーバーを Internet Reverse Proxy (IRP)サーバーに接続する必要はありません。

管理用仮想マシンと IRP仮想マシンの間にファイアウォールがある場合、一時 IPアドレスはファ
イアウォールを通して許可する必要があります。

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。

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5
46

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]が
選択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]の選択を解除します。

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 (IRP)の vCenter設定を選択する,
（29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, （30ページ）

• IPv6クライアント接続:クライアント接続のために IPv6を構成, （154ページ）

インターネットリバースプロキシ (IRP) の vCenter 設定を選択する

はじめる前に

vCenterがインターネットリバースプロキシ (IRP)仮想マシンを展開できるように、VMwarevCenter
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。

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

ステップ 2 IRPのデータベースを選択します。

ステップ 3 仮想マシンの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 (IRP) のネットワーク情報の入力

ステップ 1 DNSにインターネットリバースプロキシサーバー (IRP)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。
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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 IRPのホスト名
と IPアドレスも追加します。これにより、内部仮想マシンと IRPサーバー間の接続を安全なものにしま
す。

ステップ 2 次の情報を入力します:
DNSサーバーのインターネットリバースプロキシ仮想マシンのホスト名および IPアドレスがすでに入力
されている場合は、当社があなたの代わりにIpv4アドレスフィールドを探して入力します。

•完全修飾ドメイン名 (FQDN)

• 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

ステップ 3 [次へ]を選択します。

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。

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。

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 サイトの 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スケジュール、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。

ポート 80および 443はWebExサイト URLに対しオープンである必要があります。（注）

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。

ポート 80および 443はWebEx Administration URLに対しオープンである必要があります。（注）
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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、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 共通サイト URL および管理サイト URL の入力
共通サイトURLにアクセスすると、ユーザーはミーティングをスケジュールし、ミーティング録
画にアクセスできます。管理サイト URLにアクセスすると、システムを管理できます。高可用
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性 (HA)システムを追加する場合、この情報を再入力する必要はありません。プライマリシステム
URLは、HAシステムの URLと一致する必要があります (URLの説明については、システム展開
の一般コンセプト, （14ページ）を参照してください)。

ステップ 1 WebEx共通サイトおよびWebEx管理サイトセキュア (https) URLを入力します。
WebEx共通サイト URLはWebEx管理 URLと異なるものでなければなりません。

WebEx URLのホスト名部分で、仮想マシンのホスト名を再使用しないでください。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

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。

ネットワーク接続をテストするには、DNSサーバーとファイアウォールを変更する必要がありま
す。

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。

自動展開をテストする場合、[次へ]を選択するときに、システムに必要な仮想マシンを展開しま
す。

手動展開をテストしていない場合は、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

（まだ展開していない場合）。

展開が完了したとき、電源をオンにして、仮想マシンすべてにおいて無事に電源オンしたことを

確認することで、テストを行います。

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。
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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）

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、VmwarevCenter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。
これらの仮想マシンとの接続を確立します。数分ほどかかる場合があります。

ステップ 4 各仮想マシンが [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。これまでの構成に満足したら、[次へ]
を選択します。それ以外の場合は、再び [仮想マシン検出]を選択して、仮想マシンの FQDNを変更
し

•エラーが発生した場合は、エラーを修復してから [次へ]を選択して続行します。
[ログファイルをダウンロードする]を選択し、失敗した展開の障害対応を行うのに使用で
きる記録を含む、この展開のログファイルを入手します。

（注）

• 1つまたは複数の仮想マシンに他の問題がある場合、VMwarevCenterから、エラーがある仮想マシン
を電源オフして、手動で削除します。(削除しない場合、これらの仮想マシンに関するエラーメッセー
ジが表示される場合があります。)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。

システムのチェック

システムチェックがシステムの構成パラメータを確認します。これには、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が正しいか確認することが含まれ
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。

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。チェックが無事に完了した場合、構成ユーティリティの最初のページが表示されま

す。
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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。基本設定中はホスト名は
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。

•以下のいずれかを実施します。

◦エラーが発生せず、すべての状態が緑色で表示されたときに、[次へ]を選択し、電子
メール (SMTP)サーバーを構成します。, （55ページ）を継続します。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。システムチェックが完了しなかったことを単純に伝えます。ネットワーク接続

に一時的なロスが無かったので、エントリーが表示される場合があります。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。

◦ネットワーク接続に問題がある場合は、WebExサイトのURLおよび管理URL、IPアド
レスが正しく入力されていることを確認します。これらのサイトが同一のサブネットに

あり、パラメータが DNSサーバーに正しく入力されたことを確認します。

◦システムが最小要件を満たしていない場合は、2つのオプションがあります。

◦ 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を続行します。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つまたは複数の仮想マシンに問題がある場合、エラーがある仮想マシンの電源を切り、
VMware vCenterを使用することで手動で削除します。問題を解決し、システム展開を
再試行します。

• [続行]を選択して基本構成に進み、ここで電子メールサーバー (電子メール (SMTP)サーバー
を構成します。, （55ページ）)のセットアップを開始し、管理者を識別します (管理者アカ
ウントを作成する, （57ページ）)。別の管理者が基本構成を完了する場合、この URLをそ
の管理者に送信します。
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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。

• 電子メール (SMTP)サーバーを構成します。, 55 ページ

• タイムゾーン、言語、ロケールの設定, 57 ページ

• 管理者アカウントを作成する, 57 ページ

• システムテストについて, 59 ページ

電子メール (SMTP) サーバーを構成します。
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。

電子メールサーバーが常に稼動されていることが重要です。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。 (ユーザー
を追加する, （132ページ）を参照。)

ユーザーは電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザーの電子メールア

ドレスが変更され、ユーザーがアクティブである場合、CWMS上の電子メールアドレスを変
更する必要があります。さもないと、そのユーザーは通知を受け取りません。

重要
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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）

ステップ 1 管理ウェブ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 [SMTPサーバー]セクションで、[編集]を選択します。

ステップ 4 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 5 （任意） [TLSを有効にする]を選択し、Transport Layer Security (TLS)を有効化します (基本認証はデフォ
ルトで有効になっています)。

ステップ 6 （任意） [ポート]フィールドを編集し、デフォルト値を変更します。
SMTPデフォルトポート番号は 25または 465です (セキュア SMTPポート)。

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する必要があります。

（注）

ステップ 7 （任意） 電子メール認証を有効化し、[サーバー認証を有効にする]を選択します。認証を有効化する場
合、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証明書を入力しま

す。

システムからの電子メールは、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。

マイクロ、小、中規模システムでは、電子メール通知は管理用仮想マシン (プライマリまたは高可用性シ
ステム)から送信されます。

大規模システムでは、電子メール通知はウェブ仮想マシン (プライマリまたは高可用性システム)から送信
されます。大規模システムでは、プライマリシステム上に3つのウェブ仮想マシン、高可用性システム上
に 1つのウェブ仮想マシンがあります。

ステップ 8 [保存]を選択します。

次の作業

ユーザーページからユーザーおよび管理者のアクティブ化と非アクティブ化, （135ページ）、
ユーザーを追加する, （132ページ）、ユーザーの編集, （132ページ）を参照してください。
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タイムゾーン、言語、ロケールの設定

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。

ステップ 1 管理ウェブサイトから [設定] > [会社情報]に移動します。

ステップ 2 ドロップダウンリストからシステムのローカルタイムゾーンを選択します。

ステップ 3 [言語]を選択します。

ステップ 4 国の [ロケール]を選択します。

ステップ 5 [保存]を選択します。

管理者アカウントを作成する

システムは第 1管理者アカウントを作成します。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、他の管理者を追加する必要があります。そのときまで、他の管理者はシステ

ムにアクセスできません。プロセスの一環として、第 1管理者は、管理者と監査者を分離する監
査者アカウントを作成できます。これこれは展開プロセスの一部として実行できます。または、

第 1管理者は監査者を作成できます (ユーザー >ユーザーの編集)。 (監査者ロールの追加, （58
ページ）を参照。)
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はじめる前に

電子メールを管理者に送信するのに使用するシステムのメールサーバーを行使する必要がありま

す。手順については、「電子メール (SMTP)サーバーを構成します。, （55ページ）」を参照し
てください。

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 完全な管理者電子メールアドレスを入力し、確認のため再度入力します。

ステップ 3 （任意） [監査者アカウントの作成]を選択すると、監査者がシステムに追加されます。

ステップ 4 [次へ]を選択して、初期パスワードを作成します。

ステップ 5 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 6 [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 7 システムにサインインし、管理者とユーザーを追加します。各アカウントが生成されるたびに、各ユー

ザーにサインインと初期パスワード変更を要求するウェルカムメールを送信します。

最初のサインインの後、各管理者はシステムのチュートリアルを受けます。管理者は、チュートリアルを

今すぐ見るか、オンデマンドで見ることができます。

監査者ロールの追加

第 1管理者にはデフォルトで監査者ロールがあり、他のユーザーに対し監査者ロールをアクティ
ブ化できる唯一の人物です。これを実行するとき、監査者権限は第 1管理者から取り上げられま
す。監査者がシステム管理者と兼任する場合、その人物はシステム監査ロールを有します。

監査者ロールは以下のように、管理用アクションをシステムの監視から分離します。

•監査をオンまたはオフにします。

•リモート syslogサーバーと同期するように CWMSを構成します。

•ログの消去を実行します。

•ログパーティションのアラームを構成します。

•ログキャプチャを生成します。

•管理者と監査者ロールが分離していない場合、管理者と主催者ロールだけが存在します。管
理者はすべての権限を持ちます。

•システムが展開されるときに、管理者と監視者のロールが分離している場合、第 1管理者
ロールが作成されます ([緊急用アカウント]と説明されます。)システム展開後、第 1管理者
の緊急用アカウントだけが監査者を作成でき、このとき監査者権限は管理者から取り上げら

れます。システム展開後、第 1管理者は任意の数の監査者を作成できます。

•監査者はローカル限定です。外部ユーザーベースとの同期から来ることはできません。
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•監査者パラメータ (名前など)は変更できますが、作成されると、監査者ロールを非アクティ
ブ化したり、他のユーザー IDに再割り当てしたりできません。

•監査者はユーザーパラメータを変更できません。

•監査者は主催者権限を持たず、監査者アカウントを使用してミーティングをスケジュールで
きません。監査者は参加者としてミーティングに出席できます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [ユーザー]を選択します。

ステップ 3 [ユーザー]を選択します。
[ユーザーの編集]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [監査者]のアカウントタイプだけ選択します。

ステップ 5 [保存]を選択します。
監査者は招待用の電子メールを受け取ります。

システムテストについて

大部分のシステムテストは、の使用, （94ページ）およびシステムリソーステストの使用, （94
ページ）など、CWMSシステムを使用することで実現します。

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できます（しかし、IPアドレスなど、一部のパラメータを共有する
ため、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。元のシステムを取り除く間

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必要があ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。

システムで実行するいくつかの推奨されるテスト

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。 (ユーザーの管理,（121ページ）
を参照。)

•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。

•一連のスケジュールされたミーティングを削除します。

•ミーティング招待状からミーティング添付ファイルを追加し開きます。

•ミーティングを録画し、録画を再生します。
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システムは以下によってもテストできます。

•ネットワークが適切に構成されていることを確認する, （33ページ）

•システムのチェック, （33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

•プライマリシステムは、プライマリシステムとの物理接続を削除し、Cisco WebExが HAシ
ステム上で稼働することを確認することで、HAシステムにフェイルオーバーします。
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第 6 章

展開後にシステムを変更する

本章では、システム変更手順を実行する前に必要な準備を説明します。

•システムの更新, （75ページ）

•システムのアップグレード, （83ページ）

•システムのより大きなサイズへの拡張, （69ページ）

• システム変更手順の準備, 61 ページ

システム変更手順の準備

システムを変更する、管理者による高度な準備が必要なイベント:

•高可用性（HA）システムの追加と削除 (高可用性システムの追加, （63ページ）を参照。)

• 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します。（既存システムのアッ
プデートの準備を参照）

•並列システムを展開し、元のシステムデータをアップグレードしたシステムに転送すること
によって (OVAファイルを使用)、システムをアップグレードします。(データセンターのアッ
プグレードを順義する, （83ページ）を参照。)

•システムを大きなサイズに拡張します。(システム拡張の準備, （69ページ）を参照。)

これらの処置は、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。

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。

（注）
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これらのアクションにバックアップは不要です。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、当社では、念のためにバックアップ

の作成をお勧めします。このバックアップの完全詳細についてはVMware vCenterを使用してバッ
クアップを作成する, （6ページ）、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 WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5
62

システム変更手順の準備



第 7 章

高可用性システムの追加

• 高可用性 (HA)をシステムに追加するための準備, 63 ページ

• 高可用性 (HA)にシステムを展開, 65 ページ

• 高可用性システムをプライマリシステムとリンク形成, 65 ページ

• コンポーネント故障後の高可用性システムの動作, 66 ページ

• 高可用性システムを削除, 68 ページ

高可用性 (HA) をシステムに追加するための準備
高可用性 (HA)システムはローカルの冗長システムで、作成された後、プライマリシステムに追加
されます。仮想マシンが故障すると、システムは HAシステムは利用します。

HAをシステムに追加し、システムをアップデートする場合、システムをアップデートする前に
HAを追加し、その後、統合した (プライマリおよびHA)システムをアップデートすることを推奨
します。プライマリシステムがアップデートされるとき、HAシステムは自動的にアップデートさ
れます。プライマリ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
を独立して展開してから、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システムは以下のような制限があります。

• HAが稼働するシステムは、マルチデータセンター (MDC)を結合できません。(HAを削除す
るには、高可用性システムを削除, （68ページ）を参照してください。)

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

• 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アップデートする場合、HAシステムをアップデートする必要があり
ます。
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•プライマリシステムが現在 HAを備えており、新しい HAシステムを展開しようとしている
場合、元の HAシステムで仮想マシンを再使用できません。新しい仮想マシンで新しい HA
システムを展開する前に、HA仮想マシンを削除してください。

•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、証明書の更新が必要になります。

• HAシステムは同じ OVAで構成し、プライマリシステムにパッチします。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、2つのうち、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。

• 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。

•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システムに追加してくださ
い。また、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。

HAシステムの大半の機能は禁止されています。たとえば、アップグレード、SNMPを構成、
ストレージにアクセス、または電子メールサーバーを構成するための、HAシステムへのアク
セス権はありません。システムプロパティを表示することができます、しかし、HAシステム
への変更が禁止されている。

また、不可分散は構成できません。自動でシステムに構成されます。

（注）

開始する前に

HAをプライマリシステムに追加する前に、以下の条件を満たす必要があります。

•以下を確認します。

◦ターゲットのプライマリシステムが展開され、MDCの一部ではない。

◦仮想マシン間に冗長ネットワークがある。

◦ネットワークは 10gbpsの広帯域ネットワークである。

◦ Network Time Protocol (NTP)がプライマリおよび HAシステムで構成され、クロックが
同期している。

•プライマリのシステム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, （6ページ）を参照してください。

•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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•高可用性仮想マシンの完全修飾ドメイン名 (FQDN)を記録します。高可用性をプライマリシ
ステムに追加するには、FQDNを知っている必要があります。

高可用性 (HA) にシステムを展開
高可用性 (HA)はプライマリシステムのように展開されます。ただし、展開中にシステムがHAシ
ステムと識別することは除きます。 HAシステムはプライマリシステムの障害時に HAシステム
をフォールバックとして使用するプライマリシステムにリンク形成されます。プライマリシステ

ムの障害はユーザーに透過的です。

HAをシステムに追加

ステップ 1 システムを自動で展開, （13ページ）またはシステムを手動で展開, （35ページ）を使用して、並列シ
ステムを展開します。プライマリシステムを展開しているか、またはHAを展開しているか、プロセスが
尋ねた場合、HAを選択します。
プライマリシステムを展開するのに使用したのと同じプロセスを、HAシステムを展開するために使用す
ることを推奨します。プライマリシステムを展開するのにどのプロセスを使用したか知らない場合、大き

なシステム (2000人の同時ユーザー)を展開するのでない限り、システムを自動で展開, （13ページ）プ
ロセスを使用します。すべての大きなシステムはシステムを手動で展開, （35ページ）を必要としてま
す。

ステップ 2 HAとプライマリシステムバージョンが一致することを確認します。

1 別のブラウザウィンドウで、プライマリシステムWebEx管理サイトにサインインします。
2 [ダッシュボード]タブで、[システム]ペインにあるプライマリシステムのバージョン番号がHAのバー
ジョンと一致することを確認します。

バージョンが一致する場合、続行します。

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 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。

次の作業

高可用性システムをプライマリシステムとリンク形成を使用して、HAシステムをプライマリシス
テムとリンク形成します。

高可用性システムを更新するときは、システムを再起動し、再起動処理が完了した後、高可用性

システム手順を開始前にさらに 15分待つことをお勧めします。

高可用性システムをプライマリシステムとリンク形成

HAのプライマリシステムへの統合を完了した展開済みのHAシステムに対するプライマリシステ
ムのリンク形成:
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はじめる前に

このシステムがマルチデータセンター (MDC)システムの一部でないことを確認してください。
(HAはMDC環境ではサポートされません。)

高可用性 (HA)にシステムを展開, （65ページ）に記載されているように、プライマリシステム
を作成するのに使用したのと同じプロセスを使用して、高可用性 (HA)システムを作成します。

ステップ 1 ユーザーと管理者に対し、システムがメンテナンスモードになることを通知します。

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。

ステップ 2 プライマリシステム管理サイトにサインインします。

ステップ 3 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 4 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 5 [高可用性システムを追加]を選択します。

ステップ 6 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 7 高可用性システムの管理サイト仮想マシンの fully-qualified domain name (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システムの準備ができていることを確認します。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。 (システムがメンテナンスモードでない場合は選択し
ないでください。)いずれかのシステムの準備ができている場合、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、追加手順を行います。

ステップ 8 [追加]を選択します。
「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 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。
システムが再起動します。再起動が完了したら、管理サイトに戻ってサインインします。 (HAを削除す
るには、高可用性システムを削除, （68ページ）を削除してください。)

コンポーネント故障後の高可用性システムの動作

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）。
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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『CiscoWebExMeetings 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。
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•メディア仮想マシンが失敗すると、サーバー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。

高可用性システムを削除

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]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。
[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、システム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, （63ページ）を参照してください。

高可用性システムが削除されます。

ステップ 6 VMware vCenter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。
システムが再起動します。
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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, 69 ページ

• システムサイズを拡張する, 70 ページ

システム拡張の準備

システムの拡張には、新しいプライマリシステムの展開、および元のシステムから拡張したシス

テムへのシステムデータの移動が必要です。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。 (システムを大きく変更した後のライセンスの再
ホスト, （278ページ）を参照。)

マルチデータセンター (MDC)システムは拡張できません。MDCシステムを拡張するには、

•セカンダリデータセンターを削除します (データセンターの削除, （290ページ）を参照)。

•プライマリ、シングルデータセンターシステムを拡張します。

•拡張したシステムのMDCライセンスを取得し、プライマリシステムにライセンスをロード
します。

•プライマリデータセンターと同じサイズの新しいセカンダリデータセンターを作成します。

•データセンターを結合します (データセンターのMDCシステムへの結合, （286ページ）を
参照します。)

拡張したシステムの注意事項

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

•元のシステムがアップグレードされるか拡張されるとき、並列システムが作成されます。元
のシステムの試用期間が残っている場合、その時間はアップグレードまたは拡張されたシス
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テムへ移されます。元のシステムの有効な永久主催者ライセンスは、ライセンスを再ホスト

することで、アップグレードまたは拡張されたシステムへ移せます。

システム拡張に必要な情報を入手する

既存のシステムバージョンをインストールし、拡張チェックリストを完成させるのに使用する

OVAファイルを入手します。

システムの現在の値フィールド名

WebExサイトの URL

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

システムサイズを拡張する

はじめる前に

マルチデータセンター (MDC)システムを拡張するとき、最初にセカンダリデータセンターを削除
する必要があります。 (データセンターの削除, （290ページ）を参照。)

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 MDCシステムを拡張する場合、プライマリデータセンター以外を削除します。
データセンターの削除, （290ページ）を参照してください。

ステップ 3 MDCシステムを拡張する場合、プライマリシステムを拡大した後に、結合するCiscoWebExMeetingServer
が稼働する新しいデータセンターを作成します。

データセンターを結合してマルチデータセンター (MDC)システムを作成, （281ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 4 元の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, （6
ページ）を参照。)

ステップ 5 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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
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ティングの録画再生ができなくなります。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 6 [続行]を選択します。

ステップ 7 [システム] > [詳細]を選択します。

ステップ 8 システム展開サイズを選択します。

ステップ 9 [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 10 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。 (VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する, （21ペー
ジ）を参照。)

ステップ 11 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。
自動拡張を実行する場合、システムの他の仮想マシンを作成します。手動拡張を実行する場合、システム

の他の仮想マシンを作成します。

ステップ 12 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。 (既存の VMDKファイルを新しい仮想マシンに取り付ける, （9ページ）を参照。)

ステップ 13 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。
自動拡張を実行する場合、システムの他の仮想マシンの電源を入れます。手動拡張を実行する場合、シス

テムの他の仮想マシンの電源を入れます。

ステップ 14 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。

ステップ 15 拡張システムの展開に優先する言語を選択します。 (セットアップ用言語を選択する, （24ページ）を参
照。)

ステップ 16 [既存システムの容量を拡張] > [次へ]を選択します。.

ステップ 17 システムのサイズを確認します。(システムのサイズを確認する, （25ページ）を参照)
(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。）

ステップ 18 [プライマリシステムのインストール]を選択します。

ステップ 19 自動または手動展開を選択します。 (展開のタイプの選択, （26ページ）を参照。)
手動展開を選択した場合、次のステップに進みます。自動展開を選択した場合:

a) 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。（VMware vCenterの入力情報
を提供する, （26ページ）を参照してください。）

b) 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。
(メディア仮想マシンの vCenter設定を選択する, （27ページ）を参照。)

c) 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。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5    
71

システムサイズを拡張する



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。（メディア仮想マシンのネットワーク情報を入力する,（27ページ）を参照してください。）

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。

システムは拡張処理の完了を通知します。

ステップ 20 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。(IRPを使用してパブリックアクセスをシステムに追加, （150ページ）
を参照してください。)
パブリックアクセスの追加を選択した場合:

a) Internet Reverse Proxy (IRP)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。

b) IRP仮想マシンのホスト名とネットワーク情報を入力します。

ステップ 21 WebExサイト URLにパブリック VIPアドレスを入力します(パブリック VIPアドレスの入力, （30ペー
ジ）を参照してください。)。
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。変更する場合は、DNSサーバーに必要な更新を行います。

ステップ 22 WebExサイト URLにプライベート VIPアドレスを入力します(プライベート VIPアドレスの入力, （30
ページ）を参照してください。)。
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。変更する場合は、DNSサーバーに必要な更新を行います。

ステップ 23 WebEx共通サイト URLを入力します。(WebEx共通サイト URLおよび管理サイト URLの入力, （32ペー
ジ）を参照。)
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サーバー上で元のサイトの URLを保持します。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。

ステップ 24 管理者が Cisco WebEx管理サイトにアクセスするためのWebEx管理サイトを入力します。 (WebEx共通
サイト URLおよび管理サイト URLの入力, （32ページ）を参照。)
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。

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。
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DNSサーバー上で元のサイトの URLを保持します。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。

ステップ 25 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。 (ネットワークが適切に構成されていることを確認する, （33ページ）を参照。)

ステップ 26 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。 (仮想マシンを展開す
る, （51ページ）を参照。)
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。 (システムのチェック, （33ページ）を参照。)

ステップ 27 [再起動]を選択します。

ステップ 28 管理サイトにサインインします。
マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 29 MDCシステムを拡張する場合、MDCシステムに結合します。 (データセンターのMDCシステムへの結
合, （286ページ）を参照。)

ステップ 30 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

ステップ 31 [続行]を選択します。
システムが再起動されます。再起動が完了したら、管理サイトにサインインできます。

最初に Cisco WebEx Meetings Server 2.0 OVAファイルを使用して仮想マシンを作成した場合、
「サーバーにアクセスできません」のエラーメッセージが表示される場合があります。これが

発生した場合、VMware vSphereクライアント、およびシステム中の仮想マシンすべてに対する
「ゲストを再起動」を使用します。

（注）

ステップ 32 拡張されたシステムをテストします。 (システムテストについて, （59ページ）を参照。)
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。必要に応じて、Cisco TACに連絡し、アシスタントを依頼してください。

ステップ 33 拡張したシステムに対し、必要に応じて主催者ライセンスまたはMDCライセンスを再ホストします。(シ
ステムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト, （278ページ）を参照。)
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第 9 章

システムの更新

• システムのアップデートについて, 75 ページ

• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する, 76 ページ

• システムのダウンタイムにデータセンターバージョン 2.5以降をアップデート, 77 ページ

• ゼロダウンタイムでマルチデータセンターシステムのアップデート, 80 ページ

システムのアップデートについて

シングルデータセンター (SDC)システムで、データセンターはメンテナンスモードにする必要が
あります。マルチデータセンターシステム (MDC)で、すべてのデータセンターは停止するか、場
合によっては、データセンターは 1つずつ停止できます。データセンターを 1つずつ停止し、
ユーザーに対するサービスを維持するプロセスは、ゼロダウンタイムアップデートと呼ばれます。

ゼロダウンタイムアップデートに対応する CiscoWebExMeeting Serverバージョンについては、リ
リースノートを参照してください。ゼロダウンタイムアップデートを実行する場合、最初のデー

タセンターをアップデートした後、できるだけ早く、システムの他すべてのデータセンターをアッ

プデートすることを推奨します。

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 1.5を実行しているシステムを置き換えること。アップデートは、シ
ステムを改善するための修正を利用するために、既存 (オリジナル)システムを上書きすることと
して定義されます。拡張とは、アプリケーションのバージョンを変更することなく既存のシステ

ムを大きくすることと定義されます。たとえば、システムをバージョン 1.5から 1.5MRにアップ
デートし、システムを 1.5から 2.0にアップグレードし、システムを 800ユーザーから 2000ユー
ザーに拡張します。すべての事例において、プロセスの中には、元のシステムからアップデー

ト、アップグレード、または拡張したシステムへのデータすべての移行が含まれます。

以下の表を使用して、CiscoWebExMeetings Serverの特定のリリースを実行するために、システム
のアップグレードまたはアップデートをデータセンターで実行する必要があるかどうか判定しま

す。
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更新アップグレードリリースインストールされた

リリース

X2.0または 2.531.5MR3以降

X2.51.0MR、1.1MR、ま
たは 1.5MR

X2.52.0MR3以降

X2.5MR2.5シングルデータ
センター (SDC)

X2.5MR2.5マルチデータセ
ンター (MDC)

3
バージョン 2.5にアップグレードする前に、1.0、1.1、または 1.5のいずれかのバージョンを、OVAおよび ISOファイルの 1.5MR3バージョン
にアップデートすることを推奨します。

仮想マシンのバックアップなど、完全なアップデート手順は、以下の条件次第で、最大で 1時間
かかる場合があります。

•システムサイズ

•データベースタイプ

• vCenterの速度と負荷

CWMS Systemはバージョン 2.5へアップグレードした後の、データセンターのデフォルト名
です。英語からいかなる言語へも翻訳されません。

（注）

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、当社では、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。
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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。

ステップ 1 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlで Ciscoから希望の ISOイメージを以下の通り取得しま
す。

ステップ 2 適切な権限を持っていることを確認してください。

ステップ 3 アップデートするデータセンターの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 4 [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 5 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 6 VMware vCenter在庫の管理用仮想マシンを選択します。

ステップ 7 管理仮想マシンの [CD/DVD]アイコンを選択します。

ステップ 8 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 9 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。

次の作業

システムのダウンタイムにデータセンターバージョン 2.5以降をアップデート, （77ページ）の
指示に従って、データセンターをアップデートします。

ゼロダウンタイムでマルチデータセンターシステムのアップデート, （80ページ）の指示に従っ
て、ダウンタイムを生じさせることなく、データセンターをアップデートします。

システムのダウンタイムにデータセンターバージョン 2.5 以降をアッ
プデート

この手順は、すべてのデータセンターをメンテナンスモードにすることによってシステムをオフ

ラインにする、シングルデータセンター (SDC)システムまたはマルチデータセンター (MDC)シス
テムをアップデートする方法を説明します。

はじめる前に

完了した処理:

• Cisco WebExMeeting Serverのこのバージョンが、ゼロダウンタイムアップデートに対応する
かどうか判定するためのリリースノートのチェック。ゼロダウンタイムアップデートに対応
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する場合、ゼロダウンタイムでマルチデータセンターシステムのアップデート, （80ペー
ジ）の手順に従います。

• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する, （76ページ）の説明に従って、vCenterデー
タストアに ISOイメージを配置し、CD/DVDに接続します。

ステップ 1 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlで、Ciscoから、以下の通り最新の更新ファイルを取得し
ます。

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、1.5 MR3を適用する前に Cisco WebEx Meetings Serverバージョン 1.1（ビ
ルド1.1.1.9.A）をインストールする必要があります。使用する正しいバージョンのリリースノートを確認
してください。システムのアップデートについて, （75ページ）も参照してください。

ステップ 2 他のシステム管理者に、この手順の間はアップデートしているデータセンターにアクセスしてはならない

ことを通知します。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。

ステップ 3 ブラウザのキャッシュを消去します。

ウェブページのパフォーマンスを高めるために、静的リソースがキャッシュされますが、キャッシュされ

たファイルデータは不正確な場合があります。そのため、ブラウザキャッシュを消去することを推奨しま

す。

ステップ 4 管理サイトにサインインします。

管理サイトにサインインすることができない可能性があるため、データセンターが再起動またはリブート

するまで、ブラウザウィンドウを閉じないでください。

ステップ 5 すべてのデータセンターでメンテナンスモードをオンにします。バージョン 2.5以降でメンテナンスモー
ドの切り替えを参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターで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。

ステップ 6 このシステムにあるすべてのデータセンター中の仮想マシンすべてのバックアップをとります (失敗した
アップデートから復旧する場合を除く)。
(VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （6ページ）を参照。)

ステップ 7 [システム]を選択します。

ステップ 8 アップデートしたいデータセンターを選択します。

ステップ 9 [アップグレード]を選択します。.
[システムのアップグレード]ページが表示されます。

ステップ 10 [アップデート] > [続行].を選択します。
[ISOイメージの確認]ページが表示されます。

ステップ 11 [ISO画像に接続し、準備ができています] > [続行]を順に選択します。
ISOイメージのダウンタイム要件などの条件を読み取ります。
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[アップデートシステム]ページが表示されます。

ステップ 12 すべてのデータセンター上にあるすべての仮想マシンのバックアップをとりました>続行を選択します。.
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。

アップデートを完了するには最大で 1時間かかることがあります。再起動ボタンがまだ表示されない場
合、アップデートにエラーがなく、アップデートが進行していることを確認するために、プライマリデー

タセンターのアップデートステータスを確認します。

アップデートが失敗する可能性があるため、他のデータセンターがアップデートしている間はデー

タセンターをシャットダウンまたはリブートしないでください。

重要

すべてのデータセンター上のアップデートが完了すると、[再起動]ボタンが表示され、アップデートが成
功したことが分かります。

ステップ 13 [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。手順中に問題が発生し、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のすべてのデータセンターを修復しま

す。

注意

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。いかなる理由で

あれ、ブラウザセッションが終了するか、接続が切断された場合、仮想マシンのスプラッシュスクリーン

をチェックして、アップデートが無事に完了したことを確認した後、手動でシステムをリブートします。

アップデートが失敗する可能性があるため、他のデータセンターがアップデートしている間はデー

タセンターをシャットダウンまたはリブートしないでください。

重要

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。

システム内のデータセンターすべてがアップデートするとき、再起動がアクティブ化します。

ステップ 14 [再起動]を選択して、システムを再起動します。
[Cisco WebEx Administrationサイトのサインオン]ページが表示されます。

ステップ 15 管理サイトにサインインします。
マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 16 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 17 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

ステップ 18 システムをテストします。推奨されるテストについては、システムテストについて, （59ページ）を参
照してください。
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次の作業

操作に満足している場合、すべてのバックアップをとることを推奨します。

ゼロダウンタイムでマルチデータセンターシステムのアップデート

この手順では、このデータセンターがアップデートしている間に他のデータセンターを使用する

ことでシステムがユーザーへのサービスを継続する、マルチデータセンター (MDC)システムを
アップデートする方法を説明します。ゼロダウンタイムアップデートの間、データセンターをリ

ブートしたり電源を切ったりしないでください。

はじめる前に

完了した処理:

• Cisco WebExMeeting Serverのこのバージョンが、ゼロダウンタイムアップデートに対応する
かどうか判定するためのリリースノートのチェック。ゼロダウンタイムアップデートに対応

しない場合、システムのダウンタイムにデータセンターバージョン 2.5以降をアップデート,
（77ページ）の手順に従います。

• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する, （76ページ）の説明に従って、vCenterデー
タストアに ISOイメージを配置し、CD/DVDに接続します。

ステップ 1 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlで、Ciscoから、以下の通り最新の更新ファイルを取得し
ます。

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、1.5 MR3を適用する前に Cisco WebEx Meetings Serverバージョン 1.1（ビ
ルド1.1.1.9.A）をインストールする必要があります。使用する正しいバージョンのリリースノートを確認
してください。システムのアップデートについて, （75ページ）も参照してください。

ステップ 2 他のシステム管理者に、この手順の間はアップデートしているデータセンターにアクセスしてはならない

ことを通知します。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。

ステップ 3 ブラウザのキャッシュを消去します。

ウェブページのパフォーマンスを高めるために、静的リソースがキャッシュされますが、キャッシュされ

たファイルデータは不正確な場合があります。そのため、ブラウザキャッシュを消去することを推奨しま

す。

ステップ 4 管理サイトにサインインします。

管理サイトにサインインすることができない可能性があるため、データセンターが再起動またはリブート

するまで、ブラウザウィンドウを閉じないでください。
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ステップ 5 [システム]を選択します。

ステップ 6 アップデートしたいデータセンターを選択します。

ステップ 7 [アップグレード]を選択します。.
[システムのアップグレード]ページが表示されます。

ステップ 8 [アップデート] > [続行].を選択します。
[ISOイメージの確認]ページが表示されます。

ステップ 9 [ISO画像に接続し、準備ができています] > [続行]を順に選択します。
ISOイメージのダウンタイム要件などの条件を読み取ります。

[アップデートシステム]ページが表示されます。

ステップ 10 仮想マシンすべてのバックアップをとります (失敗したアップデートから復旧する場合を除く) (VMware
vCenterを使用してバックアップを作成する, （6ページ）を参照)。

ここで作成されたバックアップは、ゼロダウンタイムアップデートをリトライするのに使用でき

ます。他のバックアップから、失敗したゼロダウンタイムアップデートを復元しようとする場

合、データを失ったり、システムが故障したりする場合があります。最近失敗したゼロダウンタ

イムアップデートの試行から復元している場合、このステップをとばしてください。

重要

ステップ 11 すべての仮想マシンの電源を入れ、ステップ 2～ステップ 9を繰り返して、データセンターにログインし
ます。

バックアップ手順の結果、ISOイメージの接続が切断した場合、接続を再確立します。 (CD/DVDドライ
ブから ISOイメージに接続する, （76ページ）を参照。)

ステップ 12 [すべてのデータセンター上にあるすべての仮想マシンのバックアップをとりました] > [続行]を選択しま
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。

アップデートを完了するには、最大で1時間かかる場合があります。再起動ボタンがまだ表示されない場
合、アップデートにエラーがなく、アップデートが進行していることを確認するために、プライマリデー

タセンターのアップデートステータスを確認します。

アップデートが失敗する可能性があるため、他のデータセンターがアップデートしている間はデー

タセンターをシャットダウンまたはリブートしないでください。

重要

このデータセンター上のアップデートが完了すると、[再起動]ボタンが表示され、アップデートが成功し
たことが分かります。

このプロセスの一部として作成したバックアップは、もう復元に利用できません。何らかの理由からアッ

プデートが失敗した場合、このプロセスの一部として作成されたバックアップを使用することで、この

データセンターを復元できます。

ステップ 13 [再起動]を選択します。
[サインイン]画面が表示されます。

ステップ 14 管理サイトにサインインします。
マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 15 アップデートしたばかりのデータセンターのダッシュボードに移動します。
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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 16 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 17 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

次の作業

操作に満足している場合、すべてのバックアップをとることを推奨します。

このデータセンターが正常に稼働した後、可能な限りこの手順を繰り返すことで、他のデータセ

ンターをアップデートします。
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第 10 章

システムのアップグレード

• データセンターのアップグレードを順義する, 83 ページ

• システムの自動アップグレード, 85 ページ

• システムの手動アップグレード, 88 ページ

データセンターのアップグレードを順義する

システムはアップグレード手順によって、並列システムが作成され、元のシステムからのデータ

は、アップグレードプロセスの一環として、アップグレードシステムへ移されます。アップグ

レードされたシステムがテストに失敗した場合、元のシステムを再起動して、サービスを復元し、

エラーを修正し、アップグレードされたシステムを再展開できます。

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 1.5を実行しているシステムを置き換えること。アップデートは、シ
ステムを改善するための修正を利用するために、既存 (オリジナル)システムを上書きすることと
して定義されます。拡張とは、アプリケーションのバージョンを変更することなく既存のシステ

ムを大きくすることと定義されます。たとえば、システムをバージョン 1.5から 1.5MRにアップ
デートし、システムを 1.5から 2.0にアップグレードし、システムを 800ユーザーから 2000ユー
ザーに拡張します。すべての事例において、プロセスの中には、元のシステムからアップデー

ト、アップグレード、または拡張したシステムへのデータすべての移行が含まれます。

以下の表を使用して、CiscoWebExMeetings Serverの特定のリリースを実行するために、システム
のアップグレードまたはアップデートをデータセンターで実行する必要があるかどうか判定しま

す。

更新アップグレードリリースインストールされた

リリース

X2.0または 2.541.5MR3以降

X2.51.0MR、1.1MR、ま
たは 1.5MR
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更新アップグレードリリースインストールされた

リリース

X2.52.0MR3以降

X2.5MR2.5シングルデータ
センター (SDC)

X2.5MR2.5マルチデータセ
ンター (MDC)

4
バージョン 2.5にアップグレードする前に、1.0、1.1、または 1.5のいずれかのバージョンを、OVAおよび ISOファイルの 1.5MR3バージョン
にアップデートすることを推奨します。

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:

•増分リリースには、システムをアップグレードしないでください。アプリケーションの次の
バージョンに対してアップグレードしてください。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にアップデートします。

•すべての VMに対する時間設定が一致することを確認します。

◦時間が正しく、NTPが稼働していることを確認します。 (NTPサーバーの設定を参照。)

◦各ESXiホストのNTP構成が、そのホストを開始および停止するように構成されている
ことを確認します。

◦これらの問題を修正するために、構成を変更し、ホスト上のすべてのVMがゆっくり電
源オフすることを確認することが必要です。

• 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。

• Update Admin VMは Original Admin VMと同じ ESXiホストに存在する必要があります。

•元のシステムがアップグレードされるか拡張されるとき、並列システムが作成されます。元
のシステムの試用期間が残っている場合、その時間はアップグレードまたは拡張されたシス

テムへ移されます。元のシステムの有効な永久主催者ライセンスは、ライセンスを再ホスト

することで、アップグレードまたは拡張されたシステムへ移せます。

•
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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）のシステムのVMwareスナップショットを削除してます。アップグレードプロセ
スの間、スナップショットを撮らないでください。

•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。 (VMware vCenterを使
用してバックアップを作成する, （6ページ）を参照。)

•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ることを確
認します。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。

• vCenterのホスト名がDNSサーバーによって解決できることを確認してください。ホスト名
に対し pingコマンドを使用することで、リンクをテストします。

CWMS Systemはバージョン 2.5へアップグレードした後の、データセンターのデフォルト名
です。英語からいかなる言語へも翻訳されません。

（注）

システムの自動アップグレード

この手順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（http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlに記載）へのリンクが含まれています。

はじめる前に

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
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•マルチデータセンター (MDC)環境では、データセンターは拡張、アップグレード、アップ
デートできません。セカンダリデータセンターはMDCから削除して、シングルデータセン
ター (SDC)環境にする必要があります。MDC環境は、データセンターが修正され、データ
センターのサイズとバージョンが一致することを確認した後に復元できます。

•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。

•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。

•アップグレードしたシステム上の管理用仮想マシンに一時的に使用される、追加の IPアドレ
スおよびホスト名 1個を提供し、構成します。これは VLAN中にあるいずれかの利用可能
な IPアドレスにできます。この IPアドレスとホスト名はアップグレードプロセスの最後に
解放されるため、ホスト名は任意に決められます。

元のシステムとアップグレードしたシステムはこのプロセスの間に電源が入ります。一時的

IPアドレスおよびホスト名によって、手順におけるこの部分で、IPが競合するのを防ぐこと
ができます。データが元のシステムから変更されたシステムに移された後、元のシステムの

電源が切られます。プロセスの最後に、変更されたシステムはメンテナンスモードを終了し

リブートされます。

リブート中、一時的 IPアドレスとホスト名が解放され、変更されたシステムは元の管理用仮
想マシン IPアドレスとホスト名を使用します。

管理用仮想マシンと IRP仮想マシンの間にファイアウォールがある場合、一時 IPアドレスは
ファイアウォールを通して許可する必要があります。

•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。

• vSwitchが分散スイッチとしてESXiホストで使用されないことを確認します。自動プロセス
は、CWMS ESXiホスト上の vSwitch分散スイッチをサポートしません。標準スイッチへ変
更するか、または手動プロセスを利用します。 (システムの手動アップグレード, （88ペー
ジ）、システムのダウンタイムにデータセンターバージョン 2.5以降をアップデート, （77
ページ）、またはシステムサイズを拡張する, （70ページ）を参照してください。)

ステップ 1 ブラウザのキャッシュを消去します。

ウェブページのパフォーマンスを高めるために、静的リソースがキャッシュされますが、キャッシュされ

たファイルデータは不正確な場合があります。そのため、ブラウザキャッシュを消去することを推奨しま

す。

ステップ 2 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。

ステップ 3 [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
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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。 (License Managerを使用した
ライセンスのフルフィル, （274ページ）を参照。)

ステップ 4 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 (一時的 IPアドレスを使用)
を展開します。元のシステム管理仮想マシンと同じホストを使用します。

ステップ 5 管理用仮想マシンが元のシステムディスクに到達することを確認します。

管理用仮想マシンは同一の ESXiホスト上にあり、同じデータストアにアクセスするため、両方のディス
クセットを見ることができる必要があります。管理用仮想マシンデータストア (vmdk)ファイルが使用す
るデータストアは、vCenterによって見ることができる必要があります (自動アップグレードプロセスが使
用するのと同じ vCenter証明書を使用)。

ステップ 6 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。

ステップ 7 ウェブブラウザの URLフィールドに展開 URLを入力します。

ステップ 8 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。（VMware vCenterの
入力情報を提供する, （26ページ）を参照してください。）

ステップ 9 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。）

ステップ 10 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。
仮想マシン名の形式は、CWMS_hostname_MMDDHHmmです。mmは分を表します。

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。

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。

ステップ 11 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。

ステップ 12 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]を選択して、サ
インインします。

ステップ 13 システムが正常な状態になるのを待ち、アップグレードしたシステムでメンテナンスモードを終了し、[続
行]を選択します。
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。 [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、バージョン2.0以前でメンテナンスモードの切り替え,（119ページ）を
参照してください。

システムが再起動します。

ステップ 14 アップグレードしたシステムをテストします。 (システムテストについて, （59ページ）を参照。)
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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、Cisco TAC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。

ステップ 15 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。 (主
催者ライセンスについて, （270ページ）とシステムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト, （278
ページ）を参照してください)。
前に展開された Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールのバージョンまたはビル
ド番号が、新しく展開されたアプリケーションのバージョンと異っていて、アップグレードがブロックさ

れた場合、アップグレード警告ダイアログボックスによって通知されます。場合によっては、CiscoWebEx
Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールをユーザーに提供する必要があります。 Cisco WebEx
Meetings Serverプラニングガイド』の「Cisco WebEx Meetingsアプリケーションおよび生産性向上ツール
互換性マトリクス1}」セクションを参照してください (http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html)。

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。

次の作業

前に展開された Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールのバージョンま
たはビルド番号が、新しく展開されたアプリケーションのバージョンと異っていて、アップグレー

ドがブロックされた場合、アップグレード警告ダイアログボックスによって通知されます。場合

によっては、Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールをユーザーに提供
する必要があります。『CiscoWebExMeetings Serverプラニングガイド』の「CiscoWebExMeetings
アプリケーションおよび生産性向上ツール互換性マトリクス1}」セクション、およびシステム要
件を参照してください (http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html)。

システムの手動アップグレード

この手順は手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（http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlに記載）へのリンクが含まれています。
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はじめる前に

マルチデータセンター (MDC)環境では、データセンターは拡張、アップグレード、アップデート
できません。セカンダリデータセンターはMDCから削除して、シングルデータセンター (SDC)
環境にする必要があります。MDC環境は、データセンターが修正され、データセンターのサイ
ズとバージョンが一致することを確認した後に復元できます。

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。）

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。

ステップ 1 ブラウザのキャッシュを消去します。

ウェブページのパフォーマンスを高めるために、静的リソースがキャッシュされますが、キャッシュされ

たファイルデータは不正確な場合があります。そのため、ブラウザキャッシュを消去することを推奨しま

す。

ステップ 2 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。

ステップ 3 [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。 (License Managerを使用した
ライセンスのフルフィル, （274ページ）を参照。)

ステップ 4 元のシステムの管理サイトにログインします。

ステップ 5 [システム]タブに移動し、[アップグレード]を選択します。

ステップ 6 [メジャーアップグレード]を選択します。

ステップ 7 [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。

ステップ 8 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。

ステップ 9 高可用性 (HA)、InternetReverse Proxy (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。

マルチデータセンター (MDC)を展開する場合、HAマシンを展開しないでください。MDCはHAをサポー
トしません。

展開中は、[展開後に VMをパワーオン]のオプションがあります。次のステップが完了する前に、これ
がチェックされていないこと、または VMが手動で開始されたことを確認してください。さもないと、
VMが新しいシステムとして展開され、データを移行するのではなく新しい展開を作成します。VMがオ
ンになっている場合、続行する前に削除して再展開する必要があります。
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ステップ 10 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。 (既存のVMDK
ファイルを新しい仮想マシンに取り付ける, （9ページ）を参照。)

ステップ 11 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。 (高可用性システムの設定を参照。)
システムに 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。

ステップ 12 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。

ステップ 13 ウェブブラウザのに展開 URLを入力します。

ステップ 14 [続行]を選択し、システムのセットアップを開始します。
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。

ステップ 15 システムが正常な状態になるのを待ち、メンテナンスモードを終了し、[続行]を選択します。
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。 [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、バージョン2.0以前でメンテナンスモードの切り替え,（119ページ）を
参照してください。

ステップ 16 アップグレードしたシステムをテストします。 (システムテストについて, （59ページ）を参照。)
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、Cisco TAC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。

ステップ 17 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。 (主
催者ライセンスについて, （270ページ）とシステムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト, （278
ページ）を参照してください)。
前に展開された Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールのバージョンまたはビル
ド番号が、新しく展開されたアプリケーションのバージョンと異っていて、アップグレードがブロックさ

れた場合、アップグレード警告ダイアログボックスによって通知されます。場合によっては、CiscoWebEx
Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールをユーザーに提供する必要があります。 Cisco WebEx
Meetings Serverプラニングガイド』の「Cisco WebEx Meetingsアプリケーションおよび生産性向上ツール
互換性マトリクス1}」セクションを参照してください (http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html)。

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
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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。

ステップ 18

次の作業

前に展開された Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールのバージョンま
たはビルド番号が、新しく展開されたアプリケーションのバージョンと異っていて、アップグレー

ドがブロックされた場合、アップグレード警告ダイアログボックスによって通知されます。場合

によっては、Cisco WebEx Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールをユーザーに提供
する必要があります。『CiscoWebExMeetings Serverプラニングガイド』の「CiscoWebExMeetings
アプリケーションおよび生産性向上ツール互換性マトリクス1}」セクション、およびシステム要
件を参照してください (http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html)。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5    
91

システムの手動アップグレード

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html


   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5
92

システムの手動アップグレード



第 11 章

システムのテスト

• システムテストについて, 93 ページ

• の使用, 94 ページ

• システムリソーステストの使用, 94 ページ

システムテストについて

大部分のシステムテストは、の使用, （94ページ）およびシステムリソーステストの使用, （94
ページ）など、CWMSシステムを使用することで実現します。

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できます（しかし、IPアドレスなど、一部のパラメータを共有する
ため、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。元のシステムを取り除く間

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必要があ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。

システムで実行するいくつかの推奨されるテスト

•ユーザーの追加、編集、有効化、および無効化を実行する。 (ユーザーの管理,（121ページ）
を参照。)

•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。

•一連のスケジュールされたミーティングを削除します。

•ミーティング招待状からミーティング添付ファイルを追加し開きます。

•ミーティングを録画し、録画を再生します。

システムは以下によってもテストできます。
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•ネットワークが適切に構成されていることを確認する, （33ページ）

•システムのチェック, （33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

•プライマリシステムは、プライマリシステムとの物理接続を削除し、Cisco WebExが HAシ
ステム上で稼働することを確認することで、HAシステムにフェイルオーバーします。

の使用

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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。
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• 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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。
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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, 99 ページ

• ユーザーの管理, 121 ページ

• システムの設定, 147 ページ

• 設定を行う, 177 ページ

• レポートの管理, 261 ページ

• ライセンスの管理, 269 ページ

• データセンターを結合してマルチデータセンター (MDC)システムを作成, 281 ページ

• サポート機能の使用, 293 ページ





第 12 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, 99 ページ

• 警告の表示と編集, 103 ページ

• ミーティングの傾向を表示する, 105 ページ

• メンテナンス期間をスケジュールする, 114 ページ

• メンテナンスモードについて, 116 ページ

ダッシュボードについて

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明確な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,（103
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, （103ページ）を参照してください。

次の警告を設定できます:
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◦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されます。

◦使用数—システムを使用している異なるユーザーの合計数。参加者が複数のセッ
ションにいる場合もありますが、参加者は 1回だけカウントされます。

◦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, （159ページ）を参照してくだ
さい。

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）

◦ログパーティション—Application Audit Logを保存するのに使用するスペースの合
計。

監査者がシステムに構成されている場合、このアラームは監査者だけに表示

されます。

（注）

◦ライセンス使用率—ホストユーザーに割り当てられた永久ライセンスの割合。

◦猶予ライセンス—ホストユーザーに割り当てられた猶予ライセンスの割合。

•データセンター情報—本セクションでは、各データセンターの名前、メンテナンスモードの
オン/オフ、各データセンターに使用されるストレージ量、およびデータ複製の状態を列挙し
ます。詳細に関してはダッシュボードに表示されるデータセンター情報について,（101ペー
ジ）を参照してください。

•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。

•ミーティング検索—ミーティング番号、ミーティングの議題、またはデータ範囲など、特定
の検索条件入力し、ミーティングを検索します。
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•メンテナンス—メンテナンスモードがオンまたはオフになるときを通知するメンテナンス
ウィンドウ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, （114ページ）およびメンテナンスモードについて, （116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。異なるバックアップリンクが各データセンターに提供されます。

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。 [詳細]を選択してに移動します。システムの設定, （147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, （132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, （177ページ）

関連トピック

リソース履歴の表示

[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
メンテナンス期間をスケジュールする, （114ページ）
バージョン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）

ダッシュボードに表示されるデータセンター情報について

ダッシュボードのシステム監視セクションは、システムを構成するデータセンターのステータス

情報を表示します。データセンターシステムが 1つの場合、システムによって自動的に割り当て
られるデータセンター名は CWMS Systemですが、ステータス情報は 1つのデータセンターに対
し動的にアップデートされます。複数のデータセンターシステムでは、各データセンターは、

データセンター参加プロセス中に入力した名前によって、異なる行に表示され、ステータス情報

は動的にそれぞれアップデートされ、各データセンターに対して表示されます。

•ステータス—この列は各データセンターのステータスを表示します。ステータスには、良
好、パーシャルサービス、ブロック中、ダウンがあります。

◦良好—データセンターのコンポーネントすべてが正しく動作しています。システムが生
成する電子メールメッセージは管理者に送信されません。

◦パーシャルサービス—データセンターのコンポーネントの一部が正しく動作していませ
んが、データセンターはサービスを提供しています。システムはこのデータセンターに

注意が必要であることを示す電子メールを管理者に送信します。
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◦ブロック中—データセンター上のコンポーネントの一部が長期間にわたって正しく動作
していません。システムはこのデータセンターでサービスをブロックし、アクティビ

ティを他のデータセンターにリダイレクトしています。サービスがダウンし、データが

他のデータセンターにリダイレクトされていて、このデータセンターに注意が必要であ

る旨の電子メールをシステムが管理者に送信します。

◦ダウン—データセンターの稼働状態が、信頼できるサービスをそれ以上提供できないと
ころまで悪化し、稼働するデータセンターへのフェールオーバーが進行中です。サービ

スがダウンし、データが他のデータセンターにリダイレクトされていて、このデータセ

ンターに注意が必要である旨の電子メールをシステムが管理者に送信します。

マルチデータセンター (MDC)環境では、一部のコンポーネントはカスケード可能で、
このデータセンターで無効化されたサービスは他のデータセンターによって提供される

ことがあります。これは全体のシステムステータスを示すものではありません。この

データセンターのステータスだけに適用されます。

◦ブロック中またはダウンおよびメンテナンスモードがオン—データセンターステータス
は、データセンターがブロックされたことを示し続けます。メンテナンスモードがオフ

で、かつ、すべてのコンポーネントが再び稼働しているとき、ステータスは変化しま

す。

◦到達不可—他のデータセンターはこのデータセンターと通信できません。システムは、
データセンター間のネットワーク接続をチェックするように指示する電子メールを管理

者に送信します。

•メンテナンス—データセンターのメンテナンスモードがオンかオフか示します。

•ストレージ—各データセンターに接続されたストレージサーバーで使用されるストレージの
量ストレージサーバーがシステムに接続されていない場合、「未構成」と表示されます。

•データ複製—MDCシステム中のデータセンター間でデータ複製が発生しているかどうかを
示します。

データセンターがブロック中またはダウン状態のとき、以下のようなことが起きる場合がありま

す。

•進行中のミーティングは数分後に可動中のデータセンターに自動的に移動します。フェイル
オーバー状況で起きることと似ています。PCNまたはブラストダイヤルミーティングに影響
はありません。

•以前スケジュールし、まだ開始していないミーティングは稼働中のデータセンターに移動し
ます。主催者または参加者が他の操作を行う必要はありません。

•ユーザーは通常の方法でWebExサイト URLにサインインしますが、システムはサインイン
を稼働中のデータセンターにリダイレクトします。

•管理者はブロック中のデータセンター、および稼働中のデータセンターにサインインできま
す。

•管理者は、どのデータセンターがブロック状態か示す、システムが生成した電子メール、お
よび、考えられる原因に関する情報を受け取ります。
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警告の表示と編集

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 リストアイコンを選択します。

現在のアラームしきい値を表示する [アラーム]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
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説明オプション

現在のストレージしきい値を GBで表示します。最大のストレージ閾値は (合計容量 –
記憶バッファサイズ)で計算されます。記憶バッファサイズはユーザーシステムのサ
イズ [50ユーザー (1 GB)、250ユーザー (5 GB)、800ユーザー (16 GB)、または 2000
ユーザー (40 GB)]、開催される Cisco WebEx Meetingsの数、および録画ミーティング
の長さによって決まります。大きなユーザーシステム (800および 2000ユーザーシス
テム)では、より多くのデータベースバックアップに対応する、より多くの容量が必要
です。一般的に、3つのバックアップファイルを保存するのに十分な記憶容量を準備
してください。詳細についてはバックアップファイルに推奨されるストレージを参照

してください。

• [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、ギガバイト数を入力します。

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。ストレージ使用率が構成された閾値を上回る場合、録画が無効になりま

す。詳細については、ストレージサーバーの設定, （159ページ）を参照し
てください。

（注）

ストレージ

ログに使用したディスク容量の合計を表示します。

システム展開中にユーザーが監査者として構成される場合、このアラームは [監査]タ
ブで監査者だけに表示され、構成されます。システムに監査者ロールを持つユーザー

がいない場合、このアラームは、管理者、SSO管理者、または LDAP管理者に表示さ
れ、構成されます。

• [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、ギガバイト数を入力します。

[間隔]を設定し、システムがログメモリ使用率をチェックする頻度を示します。

ログメモリ使用

率

永久ライセンスの使用を表示します。

• [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、ギガバイト数を入力します。

[間隔]を設定し、システムが割り当てられているライセンスの数をチェックする頻度
を示します。

ライセンスの使

用状況
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説明オプション

猶予ライセンスの使用を表示します。

[電子メール通知の送信]チェックボックスを選択すると、以下の選択された条件の 1
つが満たされたときに、通知がユーザーに送信されます。

•ユーザーは猶予ライセンスを割り当てられています。

•ユーザーに割り当てられたライセンスの期限が切れています。

•すべての猶予ライセンスが割り当てられています。

猶予ライセンス

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。

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。

ミーティングの傾向を表示する

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 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。

•前の 4か月間、今月、および将来の 1か月のミーティングトレンドを見られます。

•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。
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•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 3 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, （106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。

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。

次の作業

•ミーティングの詳細については、ミーティングリストの表示,（106ページ）を参照してくだ
さい。

•ミーティングの検索,（108ページ）には、[ミーティング検索]タブの使用に関する詳細が記
載されています。

ミーティングリストの表示

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 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。
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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。詳細については、ミー
ティングの傾向を表示する, （105ページ）を参照してください。

デフォルトでは、ミーティングリストには、スケジュールされた順番でミーティングが表示されます。

ミーティングはステータスの順番で表示されます。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

•主催者名:

•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。

第 1列にステータスアイコンが表示され、進行中、または終了したミーティングの状態を良
(緑)、可 (黄)、不良 (赤)で示します。

（注）

•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。

•不良 (赤)は、ミーティング中に発生する音声/ビデオの遅延またはジッターがメジャー閾値
に到達したことを示します。

•ミーティングリストに表示されるミーティングの大部分のステータスが不良を示す場合、
Cisco Technical Assistanceグループ (TAC)に連絡して支援を求めてください。

•以下の表はさまざまなミーティングステータスインジケータの詳細を記載しています。

悪い良良好カテゴリ

6000 ms以上3000-5999 ms3000 ms未満データ往復時間

300 ms以上100–299 ms100 ms未満音声往復時間

10パーセント以上5-9パーセント5パーセント未満音声パケットロス

500 ms以上100-499 ms100 ms未満音声ジッタ

500 ms以上100-499 ms100 ms未満ビデオ往復時間

50パーセント以上20-49パーセント20パーセント未満ビデオパケットロス

500 ms以上100-499 ms100 ms未満ビデオのジッター

ステップ 3 （任意） 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 4 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。
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各ページに最大 10のミーティングが表示されます。•

•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。

ステップ 5 ミーティングリストから [ミーティングの議題]を選択し、追加のミーティングを表示します。
リストが拡大し、参加者の名前、開始時間と終了時間、およびミーティングのステータスなど、ミーティ

ングの詳細を説明します。

• [タイムスタンプ]を選択して、[ミーティング解析レポート]ページに移動します。

• [ログのダウンロード]を選択し、ローカルドライブにシステム情報キャプチャ (infocap)ログをダウン
ロードします。

ステップ 6 （任意） 検索を絞り込むには、[ミーティング検索]タブを選択します。
追加の検索フィールドが表示されます。

次の作業

•詳細については、ミーティング解析レポートの表示, （109ページ）を参照してください。

•複数のミーティングログを含む圧縮ファイルをダウンロードするには、CiscoWebExミーティ
ングログのダウンロード,（111ページ）を参照してください。ミーティングに参加者が遭遇
した問題を解決するには、これらのログを利用してください。

•検索を絞り込むか、特定のミーティングを見つけるには、ミーティングの検索, （108ペー
ジ）を参照してください。

ミーティングの検索

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ミーティングトレンド]セクションで、[ミーティング検索]タブを選択します。

ステップ 3 検索の文字列を入力します。

以下のフィールドを全部、または一部使用して、ミーティングを検索します。

•ミーティング番号または主催者名

•ステータス—ドロップダウンメニューから、[完璧]、[良]、[可]、または [不良]を選択します。

•ミーティングの議題—ミーティングの議題を最初の数文字入力すると、似た議題を備えたすべての
ミーティングが見つかります。
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•開始の日時—カレンダーアイコンとドロップダウンメニューを使用して、日時を選択します。

•終了の日時—カレンダーアイコンとドロップダウンメニューを使用して、日時を選択します。

ステップ 4 [検索]を選択します。
[検索結果]は検索条件に一致するミーティングを列挙します。

ステップ 5 他の検索を開始するには、[消去]を選択します。
システムは検索フィールドを消去しますが、前の検索からの結果は [検索結果]に残ります。

ステップ 6 ミーティングリストから [ミーティングの議題]を選択し、追加のミーティングを表示します。
リストが拡大し、参加者の名前、開始時間と終了時間、およびミーティングのステータスなど、ミーティ

ングの詳細を説明します。

• [タイムスタンプ]を選択して、[ミーティング解析レポート]ページに移動します。

• [ログのダウンロード]を選択し、ローカルドライブにシステム情報キャプチャ (infocap)ログをダウン
ロードします。

次の作業

追加のミーティング情報を見るには、ミーティング解析レポートの表示,（109ページ）を参照し
てください。

ミーティングログを含むジップファイルをダウンロードするには、Cisco WebExミーティングロ
グのダウンロード, （111ページ）を参照してください。

ミーティング解析レポートの表示

Cisco WebExミーティングに関する追加情報と参加者が [ミーティング解析レポート]ページに表
示されます。

はじめる前に

1つまたは複数のミーティングが、[ミーティングトレンド]タブのミーティングリストに表示され
ます。詳細についてはミーティングリストの表示, （106ページ）を参照してください。

ステップ 1 ミーティングトレンドのミーティングリストに表示される [ミーティングの議題]を選択します。

ステップ 2 ミーティングリストで、[ミーティングの詳細の解析]を選択します。
システムが生成を開始した情報、日時をシステムが処理している間、情報は保留中のステータスと共に表

示されます。システムが情報の生成を完了したら、日時はアクティブなリンクになり、保留中ステータス

はダウンロードログアクティブリンクに変化します。

ステップ 3 [日時]リンクを選択して、[ミーティング解析レポート]ページを表示します。
表示される情報:
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•ミーティングの議題

•主催者のメールアドレス

•ステータス—ミーティングの現在のステータス。値にはは [開始していない]、[進行中]、[終了]があ
ります。

•開始時間 -ミーティングを開始した日付と時刻。

•終了時間—ミーティングが終了した日付と時刻。

•オンラインミーティング ID—ミーティングのオンライン部分に割り当てられているミーティング ID。

•主催者の前に参加—参加者がミーティングの主催者より前にミーティングに参加できるかどうかを示
します。

•データセンター—ミーティングに使用されるデータセンターの名前を示します。シングルデータセ
ンター環境では、名前は常に CWMSシステムです。

•ミーティング番号—ミーティングに割り当てられている 9桁の番号。

•動作状態—ミーティングの全体的な動作状態。値には [通常]、[良]、[不良]があります。

•スケジュールされた開始時間—ミーティングが開始する予定の日時。

•スケジュールされた終了時間—ミーティングが終了する予定の日時。

•音声ミーティング ID—ミーティングの音声部分に割り当てられているミーティング ID。

•音声ミーティングが先に開始—ミーティングの音声部分がミーティングのオンライン部分より前に開
始したかどうかを示します。

システムがウィンドウを更新すると、ミーティングの詳細が閉じます。日時を表示するか、ロ

グリンクをダウンロードするには、ミーティングの議題を再度選択します。

（注）

ステップ 4 ミーティングちゅうに生成された [機能]、[時間]、[メッセージ]を表示するには、[ミーティングメッセー
ジ]タブを選択します。

ステップ 5 各ミーティング参加者の以下の情報を表示するには、[参加者]を選択します。

•参加者名

•参加時刻

•ブラウザ

•クライアント IPアドレス—WebExサイトの IPアドレス。

•退出時間—参加者がミーティングを退出した時間。

•退出理由—ミーティングを退出した理由。値は [通常]または [タイムアウト]です。

• [電話番号]—参加者がミーティングに参加するために使用する電話番号。

• VoIPレイテンシ

•音声 QoS—ミーティング中の音声の質。値は [通常]または [不良]です。
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•ビデオ QoS—ミーティング中のビデオの質。値は [通常]または [不良]です。

•クライアントレイテンシ—ミーティングクライアントからデータミーティングサーバーへのレイテン
シ。値は [通常]または [不良]です。

•ホスティングサーバー—ミーティングをホストする仮想マシンの名前。ミーティングをホストした
仮想マシンの完全修飾ドメイン名 (FQDN)の一部です。たとえば、マイクロ VMの FQDNが
susmicro-vm.orionqa.comの場合、susmicro-vmと表示されます。

次の作業

複数のミーティングログを含む圧縮ファイルをダウンロードするには、Cisco WebExミーティン
グログのダウンロード, （111ページ）を参照してください。

Cisco WebEx ミーティングログのダウンロード
Cisco WebExミーティングが進行中か、またはミーティングが終了したとき、ミーティング中に
ユーザーが遭遇した問題の障害対応を行うための情報を提供する、システムにより生成されたミー

ティングログをダウンロードできます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ミーティングトレンド]タブを選択し、選択した期間内に開催されたミーティングのグラフを表示するた
めに、[始点]と [終点]で範囲を選択します。

ステップ 3 [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。

ステップ 4 [ミーティングの議題]を [ミーティング]リストで選択します。
選択したミーティングに関する情報はミーティングの議題の下に表示されます。

ステップ 5 [ダウンロードログ]を選択します。

次の作業

ダウンロードしたミーティングログに関する詳細情報はミーティングのログについて,（111ペー
ジ）を参照してください。

ミーティングのログについて

ダウンロードされたミーティングログ圧縮ファイルには以下のログが含まれます。

データ会議ログ

このログには、ミーティングのオンライン部分に関する情報が含まれます。
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•会議 ID

•ミーティングID

•予定開始時刻

•開始時刻

•終了時刻

•主催者のメールアドレス

•サイトの URL

•ミーティングタイプ—ミーティングクライアント

•ミーティング名—ミーティングの議題

•プライマリコールイン番号

•セカンダリコールイン番号

•終了時にミーティングを削除—ミーティング終了時に、ミーティングをミーティング詳細
ページから削除するかどうか示します。

•ミーティングの状態

•アプリケーション共有—iミーティング中にアプリケーション共有機能が使われたかどうか示
します。

•定期的テレフォニー—参加者がテレフォニーを使用してミーティングを招集したかどうか示
します。

•ハイブリッドテレフォニー

• Eurekaビデオ

• Eureka VoIP

• MMP VoIP

•ハイブリッド VoIP

• MMPビデオ

• NBR2

•モバイル

•音声ブロードキャスト

•モバイル向け音声ブロードキャスト

マルチメディアログ

このログは、MMPと関連する際に、音声ストリーミング、音声スイッチング、SVCストリーム
のミーティングクライアントとの適合を示します。

•ミーティング名
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•会議 ID

•セッションタイプ

•参加者数

•合計参加数

• MCSサーバー

•開始時刻

•終了時刻

•継続時間

電話会議ログ

このログには電話会議のミーティングに関する情報が含まれます。

• TeleConf ID

• App Server

•発信者

•コールバック

•コールイン

•開始時刻

•終了時刻

•継続時間

•説明

•アカウントの種類

ウェブ参加イベントログ

このログにはウェブ参加イベントに関する情報が含まれています。

•ミーティング名—ミーティングの議題を表示します。

•会議 ID—データ会議インスタンス ID

•サイト ID—Cisco WebExサイトの名前

•参加者—ウェブブラウザからミーティングに参加した参加者の合計数

ミーティングを開始する主催者はこのカウントには含まれません。（注）

•合計参加数—ミーティングに参加した人の合計数
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•開始時刻 -ミーティングを開始する日付と時刻。

•終了時刻 -ミーティングを終了する日付と時刻。

•期間—ミーティングが続いた合計時間

•終了理由—ミーティングが終了した理由

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 30分に指定して、メンテナンス期間をスケジュールします。つまり、
メンテナンス期間は午前 3:30から (すべてのミーティングを終了させます。管理者がシステムメ
ンテナンスを開始する予定時間の30分前からはミーティングをスケジュールすることができませ
ん)午前 7時まで有効になります。この期間に、システムはリブート (メンテナンスモードをオン
にした後に発生することがあります)後に機能し、管理者はユーザーがミーティングをスケジュー
ルおよび主催する前に、変更した設定をテストするために、1つまたは複数のインスタントミー
ティングを開始します。

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。詳細に関してはバージョン 2.0以前
でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）を参照してください。

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。
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[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。
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。

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。

次の作業

•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, （145ページ）」を参照してください。

•メンテナンスモードを有効にすることの情報については、バージョン 2.5以降でメンテナン
スモードの切り替えまたはバージョン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ペー
ジ）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。

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, （116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はデータセンター上の会議活動をすべてシャットダウンするため、メンテナ

ンスウィンドウをスケジュールすることで、ユーザーに警告する必要があります (メンテナンス期
間をスケジュールする, （114ページ）を参照)。

ここをクリックすると、バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えが表示されます。
ここをクリックすると、バージョン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）が
表示されます。

データセンターをメンテナンスモードにすると、以下のようになります。

•ユーザーが切断され、すべてのミーティングが閉じます。マルチデータセンター (MDC)シ
ステムの一部であるデータセンターをメンテナンスモードにする場合、進行中のミーティン

グはアクティブなデータセンターにフェイルオーバーします。

•ユーザーがウェブページ、Outlookプラグイン、モバイルアプリケーションからサインイン
できないように禁止します。メールは、システムのメンテナンスモードが終了すると自動的

に送信されます。

•ミーティングの録画のアクセスを停止します。

•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。

•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。

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。再起動には 3～ 5
分かかります。システムは修正を監視し、自動的に決定します。

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、ダウンタイムに備えてください。

メンテナンスモードが必要な場合、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。

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

再起動はい高可用性システムの設定高可用性のシステムの追加

および削除

再開はいIRPを使用してパブリック
アクセスをシステムに追加,
（150ページ）またはパブ
リックアクセスの削除, （
153ページ）

パブリックアクセスの追加

または削除

再開はい会社情報の設定,（177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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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

再開はいサイトの設定を変更する,
（155ページ）

ホストまたは管理アカウン

トの URLの変更

該当せずいいえ電子メール (SMTP)サー
バーを構成します。, （55
ページ）

メールサーバーの変更

再起動はい仮想 IPアドレスを変更す
る, （149ページ）

仮想 IPアドレスの変更

該当せずいいえブランドの設定,（179ペー
ジ）

ブランド設定の変更および

変更

再開はい音声設定の構成について,
（183ページ）

音声設定の多くを構成およ

び変更します。

該当せずいいえ音声設定を設定する, （186
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

該当せずいいえサービスの質（WoS）の設
定, （201ページ）

サービス品質の設定および

変更

再開はいSNMPの設定, （165ペー
ジ）

SNMP設定の実施および変
更

再起動またはリブートはい証明書の管理, （235ペー
ジ）

証明書の設定

再開はいストレージサーバーを利用

した災害復旧, （162ペー
ジ）

災害復旧の設定

再開はいFIPS対応暗号化を有効にす
る, （256ページ）

FIPS対応暗号化の設定

再開はいストレージサーバーの設定,
（159ページ）

ストレージサーバーの設定

再起動はい仮想マシンのセキュリティ

の設定, （254ページ）
仮想マシンのセキュリティ

の設定
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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

再開はいシステム拡張の準備, （69
ページ）

システムサイズの拡張

再開はい既存システムのアップデー

トの準備またはデータセン

ターのアップグレードを順

義する, （83ページ）

更新またはアップグレード

の実行

再開はい証明書の管理, （235ペー
ジ）

共有キーの更新

再開はいシステムリソーステストの

使用, （94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, （177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。その間、会議の活動は利用できません。

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）」で、メンテナンスモード
がオフのとき、ユーザーはシステム上で正常に会議を開始できます。詳細については、バージョ

ン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）を参照してください。

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。
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関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする, （114ページ）
バージョン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）

バージョン 2.0 以前でメンテナンスモードの切り替え
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。進行中のミーティングが終了します。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。

はじめる前に

メンテナンス期間をスケジュールして、ユーザーにスケジュールされたシステムメンテナンス時

間について通知します。詳細についてはメンテナンス期間をスケジュールする, （114ページ）
を参照してください。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。
[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または構成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。
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。

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。

関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする, （114ページ）
バージョン 2.0以前でメンテナンスモードの切り替え, （119ページ）
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第 13 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, 121 ページ

• コンマまたはタブ区切りファイルの作成, 123 ページ

• ユーザーアカウントを CSVファイルにエクスポート, 130 ページ

• CSVファイルからのユーザーアカウントのインポート, 130 ページ

• CSVファイルを使用して、ユーザーアカウントをシステム間で転送します。, 131 ページ

• ユーザーを追加する, 132 ページ

• ユーザーの編集, 132 ページ

• 管理者アカウントのロック解除, 134 ページ

• ユーザーページからユーザーおよび管理者のアクティブ化と非アクティブ化, 135 ページ

• ユーザーを見つける, 135 ページ

• トラッキングコードの設定, 136 ページ

• ディレクトリ統合の設定, 138 ページ

• ユーザーグループの同期, 143 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, 144 ページ

• CUCMを使った LDAP統合と認証の設定, 144 ページ

• ユーザーにメール送信する, 145 ページ

ユーザーの管理について

GUIを使用することで、ユーザーを個別に追加したり、コンマ区切りまたはタブ区切り (CSV)ファ
イルに保存されたユーザーアカウントをインポートできます。コンマまたはタブ区切りファイル

の作成, （123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 2.5    
121



システムは有効期間中に最大400,000件のユーザーアカウントをサポートします。これはアクティ
ブおよび非アクティブのユーザーアカウントの合計です。 (有効期間中におけるユーザーアカウン
トの最大数は、組織のユーザーデータベースでの予想される成長に対応するのに十分な量です。)

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。非アクティブユーザー

は必要に応じて再アクティブ化できます。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。

ユーザーアカウントはユーザーの電子メールアドレスに基づいています。ユーザーの電子メール

アドレスがシステム外で変更された場合、ユーザーは電子メールアドレスが調整されるまで、シ

ステムを利用できません。

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。

•システムが統合SSOを使用していない場合は、GUIを使用して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 CSV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、ユーザーページからユーザーおよび管理者のアク

ティブ化と非アクティブ化, （135ページ）を参照してください。

•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, （204ページ）を参照してください。

Cisco WebEx Meetings Server Release 2.5では、追加されたユーザーのロール (SSO管理者、LDAP
管理者、監査者)があります。

監査者ロール

監査者ロールは、管理者によるサインインおよび構成の変更を監視する必要がある環境のために

作成された特別なロールです。監査者は会社のセキュリティおよび JITCコンプライアンス要件
に適合するように、ログ設定を構成し、アプリケーション監査ログを生成できます。監査者ロー

ルは以下の点で固有のロールです。

•単一の監査者ロールは、システム展開プロセス中に作成できます。システムが展開された
後、第 1管理者は任意の数の監査者を作成できます。 (監査者ロールの追加, （58ページ）
を参照。)

•監査者は管理サイトの URLにサインインすることだけできます。

•監査者は監査者タブで設定を見て構成することだけできます。

•監査者はゲストユーザーとしてミーティングに参加することだけできます。

•監査者はミーティングをスケジュールできません。
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監査者が構成されていない場合、すべての管理者は [設定] > [セキュリティ] > [アプリケーショ
ン監査ログ]ページおよび上の[ログメモリ使用率]アラーム [ダッシュボード] > [アラーム] >
[アラーム編集]ページ上の [アプリケーション監査ログ]設定へのアクセス権を持ち、構成でき
ます。監査者が構成されている場合、管理者はこれらのページにアクセスできますが、修正

できません。

（注）

コンマまたはタブ区切りファイルの作成

システムはコンマまたはタブ区切り (CSV)ファイルに含まれるユーザーアカウント値をインポー
トおよびエクスポートできます。(Microsoft Excelなど、表計算アプリケーションはCSVファイル
を管理するのに使用できます。)インポートした CSVファイルにアカウントが存在しない場合、
アカウントが追加されます。アカウントが存在する場合、インポートされたCSVアカウント値が
現在の値と置き換わります。

システムは、修正でき、そのシステムまたは新しいシステムにインポートできるユーザーアカウ

ントを含む CSVファイルをエクスポートできます。

CSVファイルをインポートするには、以下の条件を満たす必要があります。

•表に記載されたすべてのフィールドは必須ですが、フィールドが無く、エラーメッセージが
表示される場合、フィールド値は空白にできます。例:
ファイル形式が間違っています。 Custom10が必要です。

• CSVファイルでの有効な文字は、UCS Transformation Format—8ビット (UTF-8)に含まれる文
字に限定されます。

•新しいユーザーアカウントを追加するとき、ユーザー IDフィールドは、電子メールフィー
ルドに他のユーザーアカウントに使用されていない電子メールが含まれている場合に、空白

にできます。電子メールアドレスが他のユーザーアカウントの電子メールアドレスと一致す

る場合、CSVファイルは追加されません。

•ユーザーアカウントを編集するとき、ユーザー IDおよび電子メール値は既存のユーザーア
カウントと一致する必要があります。ユーザーアカウントと一致しない場合、現在の値は

CSV値に変更されません。

•最大 10のトラッキングコードグループを定義できます。トラッキングコードグループ名は
固有である必要があります。定義済みのフィールド名 (USERID、ACTIVE、FIRSTNAME、
LASTNAME、EMAIL、LANGUAGE、HOSTPRIVILEGE、TIMEZONEなど)をトラッキング
コードに使用しないでください。

この法は必須のフィールド名、説明、許容される値を示しています。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5    
123

コンマまたはタブ区切りファイルの作成



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

るかどうかを示します。

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, （125ページ）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, （125
ページ）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このフィー
ルドはトラッキングコードペー

ジで構成できます。詳細につ

いては、トラッキングコードの

設定, （136ページ）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このフィー
ルドはトラッキングコードペー

ジで構成できます。詳細につ

いては、トラッキングコードの

設定, （136ページ）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こ
のフィールドはトラッキング

コードページで構成できます。

詳細については、トラッキング

コードの設定, （136ページ）
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このフィール
ドはトラッキングコードページ

で構成できます。詳細につい

ては、トラッキングコードの設

定, （136ページ）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。詳細に
ついては、トラッキングコード

の設定, （136ページ）を参照
してください。

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

以下の議題には追加情報が含まれます。

•ユーザーアカウントを CSVファイルにエクスポート, （130ページ）

• CSVファイルからのユーザーアカウントのインポート, （130ページ）

• CSVファイルを使用して、ユーザーアカウントをシステム間で転送します。,（131ページ）

•トラッキングコードの設定, （136ページ）

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。
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LANGUAGEフィールド値

米国日本語en-us

簡体字中国語zh-cn

繁体字中国語zh-tw

日本語JP

韓国語KO

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
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GMTフィールド値

-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

-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
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GMTフィールド値

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

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
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GMTフィールド値

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

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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ユーザーアカウントを CSV ファイルにエクスポート
CSVファイルのエクスポート:

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。システムは管理者に対し、ダウンロード
したエクスポートファイルへのリンクを電子メールで送信します。

CSV ファイルからのユーザーアカウントのインポート
CSVファイルのシステムへのインポート:

はじめる前に

コンマまたはタブ区切り (CSV)ファイルには、ユーザーの情報が含まれています。現在のシステ
ムユーザーアカウントの値をCSVファイルにエクスポートし、ファイルを修正し、インポートす
ることで、ユーザーアカウントを追加または変更できます。詳細については、ユーザーアカウン

トを CSVファイルにエクスポート, （130ページ）およびコンマまたはタブ区切りファイルの作
成, （123ページ）をご覧ください。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。
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[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]を選択して、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 5 [コンマ]または [タブ]を選択し、インポートする CSVファイルがタブ区切りか、またはコンマ区切りか
を指定します。

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、システムはインポートに成功したユーザーアカウントの数、および追加もし

くは修正に失敗したアカウントの数を示す電子メールを送信します。

次の作業

[ユーザー]を選択すると、ユーザーアカウントが表示され、値が正しくインポートされたことを
確認します。

CSV ファイルを使用して、ユーザーアカウントをシステム間で転送し
ます。

CSVファイルを使用してユーザーアカウントを 1つのシステムから他のシステムへ転送する方法:

ステップ 1 転送するユーザーアカウントのソースを含むシステム上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 CSVファイルとしてエクスポートされます。システムは管理者に対し、ダウンロード
したエクスポートファイルへのリンクを電子メールで送信します。

ステップ 4 任意で、エクスポートしたCSVファイルを開き、ユーザーアカウント値を必要に応じて修正し、CSVファ
イルを保存します。 (詳細についてはコンマまたはタブ区切りファイルの作成, （123ページ）を参照。)

ステップ 5 宛先の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、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 9 [コンマ]または [タブ]を選択し、インポートする CSVファイルがタブ区切りか、またはコンマ区切りか
を指定します。

ステップ 10 [インポート]をクリックします。
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ファイルがインポートされ、システムはインポートに成功したユーザーアカウントの数、および追加もし

くは修正に失敗したアカウントの数を示す電子メールを送信します。

次の作業

[ユーザー]を選択すると、ユーザーアカウントが表示され、値が正しくインポートされたことを
確認します。

ユーザーを追加する

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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 アカウントタイプ (監査者、ホスト、または管理者)を選択します。
監査者オプションは表示されますが、第 1管理者だけに利用できるオプションです。

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フィールドです。
ユーザーは電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザーの電子メールアドレ

スが変更され、ユーザーがアクティブである場合、CWMS上の電子メールアドレスを変更する必
要があります。さもないと、そのユーザーは通知を受け取りません。

重要

ステップ 5 [保存]を選択します。
Cisco WebEx Meetings 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共通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。リンクの期限が切れた場合、ユーザーは [パス
ワードをお忘れですか?]リンクを選択すると、新しい電子メールの受け取り、これによって別のパスワー
ドが作成されます。

ユーザーがシステムに追加されます。

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。
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サインインの試行が失敗したことが原因で管理者のアカウントがロックされている場合、その

管理者の [ユーザーの編集]ページにメッセージが表示されます。他の管理者はページ上部に
表示されるメッセージ中のリンクを利用して、その管理者のアカウントをロック解除します。

詳細については管理者アカウントのロック解除, （134ページ）を参照してください。

（注）

手順の概要

1. 管理サイトにサインインします。
2. [ユーザー]を選択します。
3. 編集するユーザーを選択します。
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。
5. （任意） このユーザーが主催者で、この人物が定期的にミーティングを主催するために永久
ライセンスを必要とする場合、[ライセンスを保存する]チェックボックスを選択します。

6. （任意） オプションで、[ユーザーが次回サイン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ます。

7. 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。

8. [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。

手順の詳細

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。デフォルトでは、各ページに最大 50名までユーザーが表示されます。
オプションで、[1ページのユーザー数]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
することができます。

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 （任意） このユーザーが主催者で、この人物が定期的にミーティングを主催するために永久ライセンス

を必要とする場合、[ライセンスを保存する]チェックボックスを選択します。
詳細に関しては主催者ライセンスについて, （270ページ）を参照してください。

ステップ 6 （任意） オプションで、[ユーザーが次回サインインする際にパスワード変更を要請する]チェックボッ
クスを選択します。

SSOまたは LDAPがシステムで有効である場合、この機能は無効になりま
す。

（注）

ステップ 7 必要に応じてアカウントを有効化または無効化する:
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• [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。

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 8 [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。

管理者アカウントのロック解除

管理サイトへの不正アクセスを防止するため、システムは自動的に管理者アカウントをロックで

きます。この機能はデフォルトでオフになっています。何分の間、またはロック期間における障

害はいくつかなど、パラメータは構成可能です。 (パスワードの全般設定,（204ページ）を参照。)
以下のセクションはアカウントのロック解除方法を説明します。

管理者は自身のアカウントを電子メールからロック解除できます。

システムは自動的に生成される電子メールを、ロックされた管理者に送信し、アカウントがロッ

クされていることを通知します。電子メール上で、管理者はアカウントをロック解除するため、

ロック解除アカウントを選択できます。このオプションはデフォルトでオフになっています。

他の管理者は管理者のアカウントを電子メールからロック解除できます。

複数の管理者アカウントがある場合、各管理者は、アカウントがロックされていることを示す、

自動で生成された電子メールを受け取ります。アカウントをロック解除するには、電子メール中

の [ユーザープロファイル]リンクを選択し、その管理者の [ユーザーの編集]ページへ移動しま
す。ページ上部に表示されるメッセージ中の[管理者のロック解除]リンクを選択し、管理者に対
してアカウントがロック解除されたことを通知します。このオプションは常にオンです。

他の管理者が [ユーザーの編集] ページでアカウントをロック解除

管理者アカウントがロックされている場合、メッセージがロックされた管理者の [ユーザーの編
集]ページの上部に表示されます。管理者は [ユーザーの編集]ページにアクセスできませんが、
他の管理者はページにアクセスして、表示メッセージ中の [管理者のロック解除]リンクを選択し、
アカウントがロック解除されたことを管理者に通知します。

タイマーの期限か切れるまで待機

管理者アカウントがロックされていて、タイマーが設定されている場合、メッセージがロックさ

れた管理者の [ユーザーの編集]ページの上部に表示されます。管理者はタイマーが切れたとき
に、再度ログインを試行できます。
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ユーザーページからユーザーおよび管理者のアクティブ化と非アク

ティブ化

この機能を使用して、非アクティブ化したアカウントをアクティブ化するか、または非アクティ

ブのアカウントを再アクティブ化します。非アクティブ化できない唯一のアカウントは監査者ア

カウントです。または、CSVファイル中のパラメータを設定し、インポートすることで、アカウ
ントをアクティブ化できます。詳細については、ユーザーの編集,（132ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。または、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]、 [アクティブ化]、[非アクティブ化]の順に選択します。
選択されたアカウントは修正され、各アカウントのステータスはアップデートされたステータスを反映し

ます。

ユーザーを見つける

ユーザーをタイプごと (たとえばアクティブまたは主催者)、または主催者に割り当てられている
ライセンスのタイプごとにソートできます。ユーザーをソートするだけでなく、ユーザーを名、

姓、氏名、ならびに電子メールアドレスで検索できます。検索結果はユーザープロファイルとラ

イセンス情報を表示します。

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 ユーザーをソートするには、ドロップダウンメニューからカテゴリを選択します。

ステップ 4 （任意） [有効期限]ドロップダウンを使用して、一次ライセンスを持つユーザーをライセンス有効期限
ごとにソートします (期限切れ、1か月、3か月、6か月)。

ステップ 5 検索フィールドにユーザー名 (名、姓、氏名)または電子メールアドレスを入力し、[検索]を選択します。
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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。

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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 [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。

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]を [入力モード]欄の各トラッキングコードに対し選択し
ます。

• [テキスト入力]を選択して、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。

• [ドロップダウンメニュー]を選択します。 [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、このトラッキングコードの値を構成します。詳
細については、トラッキングコードの編集, （137ページ）を参照してください。

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。

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。
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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。あるいは、トラッキ

ングコードを作成することで、ドロップダウンメニュー内のトラッキングコードオプションを表

示できます。(トラッキングコードの設定, （136ページ）を参照。)

はじめる前に

トラッキングコードを編集するには、トラッキングコードを構成する必要があります。トラッキ

ングコードの設定, （136ページ）を参照してください。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [テキスト入力]または [ドロップダウンメニュー]を [入力モード]欄の各トラッキングコードに対し選択し
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、このトラッキングコードの値を構成します。

ステップ 3 [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 4 [トラッキングコードリストの編集]のフィールドに入力します。

• [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。トラッキングコードを初めて構成するとき、このオプションを選択

できません。

• [コード]テキストボックスにドロップダウンメニュー項目の名前を入力します。制限: 128文字空白
のトラッキングコードが表示されていない場合、[さらに 20行を追加する]を選択して、構成可能な
トラッキングコードを 20行追加します。制限: 500行（25ページ）。

• [デフォルト]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。

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します。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。

ステップ 5 [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。
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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
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。 (ユーザーは
CUCMで LDAP/ADが利用または構成できない環境で、CUCMに手動で追加されます。)

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います。

• 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、http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html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。

• CUCMにおける AXLおよび LDAPディレクトリサービス 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
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◦ 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, （144ページ）とCUCMを
使った LDAP統合と認証の設定, （144ページ）を参照してください。追加情報はhttp://
www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html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。

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g_
managingYourSystem.xml#topic_1213FB8D4C674F899219DF951AD6990B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。
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• CiscoWebExMeetings Serverは最大で 64文字のパスワードをサポートします。CUCMでユー
ザーを作成するとき、ユーザーのパスワードが 64文字を超えていないことを確認してくだ
さい。 64文字より多いパスワードを持つユーザーはCiscoWebExにサインインできません。

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 （任意） メンテナンスモードをオンにする。

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。

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 （任意） まだ完了していない場合、サーバー (CUCM以下)を選択し、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

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。

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 （任意） [完全同期]を選択して、すべてのユーザーを同期するか、または選択解除すると、システムは
新しいユーザーだけを同期します。 (ユーザーデータベースのサイズによっては、全体のデータベースを
選択したときに、システムパフォーマンスが影響を受ける場合があります。)

ステップ 7 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。同期が
完了したらメールが送信されます。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。

• [次の同期]を選択して、日時を入力し、同期をスケジュールします。定期的な間隔で、[繰り返し]を
選択できます。

[今すぐ同期]選択すると即座に同期が実行されます。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。
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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。

CiscoWebExMeetings 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

•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 8 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 9 [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CiscoWebExMeetings 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 10 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 11 （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 12 [LDAP認証を有効にする]を選択します。
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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,（253ページ）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ActiveDirectory
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 13 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 14 （任意） 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 15 （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CiscoWebExMeetingsServer
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。

• 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CUCMActiveDirectory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、CiscoWebExMeetings
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。

これらのメールのテンプレートのカスタマイズについてはメールテンプレートについて,（208ページ）を
参照してください。
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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。

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。
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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, （138ページ）を参照してください。

ステップ 1 CUCMアカウントにサインインします。

ステップ 2 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 3 [ツール] > [サービスアクティブ化]を選択します。

ステップ 4 [Cisco AXL Web Service]と [Cisco DirSync]を選択し [保存]を選択します。
CiscoUnified CallManager (CUCM)フェイルオーバー状態が、マルチデータセンター (MDC)シス
テムの一部としてデータセンターに発生した場合、CUCM管理者証明書はそのデータセンター
内にあるすべての CUCMに対応する必要があります。

（注）

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, （144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。

ユーザーは電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザーの電子メールア

ドレスが変更され、ユーザーがアクティブである場合、CWMS上の電子メールアドレスを変
更する必要があります。さもないと、そのユーザーは通知を受け取りません。

重要

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）
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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, （138ページ）を参照してください。

ステップ 1 あなたの Cisco Unified Call Manager (CUCM)アカウントにサインインしてください。

ステップ 2 右上のドロップダウンメニューから Cisco Unified CM Administrationを選択して [次へ]を選択します。

ステップ 3 [ファイル] > [LDAP] > [LDAPシステム]を選択します。.

ステップ 4 [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MicrosoftActiveDirectory、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 5 LDAPサーバーのチェックボックスを選択し、[新しく追加]を選択します。

ステップ 6 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 7 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。

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, （144ページ）を参照してください。

ユーザーにメール送信する

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 電子メール通知をユーザーに送信するには、[ユーザー] > [メールのユーザー].を選択します。

ステップ 3 ターゲットのユーザーの電子メールアドレス、または電子メールエイリアスを [送信先]に入力します。

ステップ 4 （任意） [BCC]フィールドに電子メールアドレスまたは電子メールエイリアスを入力します。

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、Cisco WebEx 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。

メールが送信されます。
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第 14 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, 147 ページ

• 全般設定を行う, 155 ページ

• サーバーの設定, 158 ページ

• SNMPの設定, 165 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
定を変更しないでください。

展開中は、 IPv4設定だけ構成できます。展開後、DMZネットワーク内の Internet Reverse Proxy
と内部仮想マシンの間に IPv6接続がある場合、IPv6を構成できます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)
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すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。

•小文字の完全修飾ドメイン名 (FQDN)

•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

[仮想マシン]フィールドがグレーアウトします。システムはDNSサーバー内の仮想マシンの IPアドレス
をホスト名で解決することで、IPアドレスを自動で取得します。仮想マシンの IPアドレス変更について
の詳細情報は、仮想マシンの IPアドレスの変更, （149ページ）を参照してください。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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、各データセンターのすべて仮想マシンに対して新しい証明書を展開する必

要があります。詳細は、証明書の管理, （235ページ）を参照してください。
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仮想マシンの IP アドレスの変更

展開の一部である仮想マシンのホスト名を変更する場合、対応する IPアドレスが DNSから自動
的に選択されます。この手順では、仮想マシンの IPアドレスを変更する方法と、同一のホスト名
を維持する方法を説明します。

ステップ 1 DNSサーバーの一時ホスト名を設定します。

ステップ 2 仮想マシンのホスト名を、DNSサーバーに入力した一時的ホスト名に変更する仮想マシンの設定を変更す
る, （147ページ）手順を完了します。
システムのメンテナンスモードを終了する場合、新しい一時的ホスト名が適用されます。

元のホスト名は、この変更を行った後は展開の一部でなくなります。

ステップ 3 DNSの元のホスト名の IPアドレスを新しい IPアドレスに変更してください。

ステップ 4 仮想マシンの設定を変更する,（147ページ）手順を使用して、仮想マシンの一時的ホスト名を元のホスト
名に変更します。

システムのメンテナンスモードを終了する場合、元のホスト名が適用されます。

新しい IPアドレスを持つ元のホスト名が設定されます。

仮想 IP アドレスを変更する

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 システムセクションで、[システム]、[データセンター]、[詳細]を選択します。
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[プロパティ]ページが表示されます。

ステップ 4 IPアドレスを変更する場合、仮想 IPアドレスセクションで、[タイプ]欄のリンクを選択します。

ステップ 5 仮想 IPアドレスを入力します。

ステップ 6 クライアント接続のために IPv6を有効化した場合、仮想 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ
を [IPv6アドレス]欄に入力します。
パブリックおよびプライベート仮想 IPアドレスは異なる IPv6サブネットにある必要があります。

ステップ 7 [保存]を選択します。

ステップ 8 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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。

IRP を使用してパブリックアクセスをシステムに追加

Internet Reverse Proxy (IRP)の条件:

• IRPを追加または削除するプロセスは、シングルデータセンターシステムとMDCシステム
で同一です。

•データセンターをMDCシステムに追加するとき、すべてのデータセンターを、IRPを使用
するように構成するか、どのデータセンターも IRPを使用するように構成しないようにする
必要があります。

•各データセンターで、1つの IRPノードが使用されます。

• IRPを変更するには、システムがメンテナンスモードである必要があります。MDCシステ
ムでは、IRPはサービスの中断を防ぐため、1度に 1つのシステムで追加または削除できま
す。

• MDC環境では、1つのデータセンター上にあるローカルパブリックVIPを追加または削除し
ても、他のデータセンターに影響しません。
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内部の Internet Reverse Proxyトポロジーの説明については、内部インターネットリバースプロキ
シ (IRP)のネットワークトポロジを参照してください。

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, （6ペー
ジ）を参照してください。

•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 IPアドレスと同じサブネット上にある必要があります。

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

プロキシも同様に展開してください。

（注）

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [システム] > [詳細]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。

ステップ 6 [仮想マシン検出]を選択します。
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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（VIP)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。
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, （235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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。
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パブリックアクセスの削除

はじめる前に

VMwareData RecoveryまたはVMware vSphereData Protectionを使用することで、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, （6
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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。
[プロパティ]ページが表示されます。

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。
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、IRPを使用してパブリックア
クセスをシステムに追加, （150ページ）を参照してください。

パブリックアクセスがサイトから削除されます。

ステップ 5 [完了]を選択します。

ステップ 6 VMware vCenterを開きます。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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
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場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

クライアント接続のために IPv6 を構成
非スプリットホライズンネットワークトポロジがある場合、IPv6クライアント接続を持つすべて
のユーザー (内部および外部)は、パブリック VIPアドレスを使用して、WebExサイトの URLに
アクセスし、オンラインミーティングを主催し、アクセスできます。プライベート IPv6仮想 IP
アドレス情報を構成するとき、IPv6クライアント接続を持つ管理者は管理サイトにサインインで
きます。

（注） • IPv6プライベート仮想 IPは、内部仮想マシンと同一の IPv6サブネット上でなければなり
ません

• IPv6パブリック仮想 IPアドレスは、逆プロキシ仮想マシンと同じ IPv6サブネット上にな
ければなりません

はじめる前に

IPv6クライアント接続を構成するときは以下を考慮してください。

•非スプリットホライズンネットワークトポロジだけに IPv6接続を構成。

• IPv4アドレス情報は内部仮想マシンとインターネットリバースプロキシにすでに構成されて
いる必要があります。

• IPv4のプライベートおよびパブリック仮想 IPアドレスは、IPv6パブリック仮想 IPアドレス
を構成する前に構成されている必要があります。

• IPv6クライアント接続用のプライベートおよびパブリック仮想 IPアドレスは別のサブネッ
トにあります。

• DNSサーバーを構成し、管理サイト URLがプライベート IPv6とプライベート IPv4仮想 IP
アドレスを指すようにします。
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• DNSサーバーを構成し、WebExサイト URLがパブリック IPv6とパブリック IPv4仮想 IPア
ドレスを指すようにします。

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] > [続行]を選択します。

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 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。

• [パブリック]リンクを選択し、WebExサイトのURLにアクセスするための IPv6アドレスを構成しま
す。

• [プライベート]リンクを選択し、管理サイトのURLにアクセスするための IPv6アドレスを構成しま
す。

プライベートまたはパブリック仮想 IPアドレスページは、前に入力したWebExサイト URLと管理 URL
の IPv4 IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ IPアドレスを表示します。

ステップ 5 IPv6アドレス欄に、WebExサイト URLと管理 URLの IPv6 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェ
イ IPアドレスを入力します。

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] > [続行]を選択します。
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、管理サイトに戻っ

てサインインします。

全般設定を行う

全般設定には以下のパラメータを含みます。

•サイト設定—サイト URLを管理します。

•管理サイト設定—管理サイト URLを管理します。

仮想 IPアドレスは情報ブロックに表示され、で管理されます。システム >プロパティ.

サイトの設定を変更する

管理用サイト URL、およびローカル管理用サイト URL を構成または変更するためにこの機能を
使用します。元のサイト URLは、実装時に行います。MDCシステムで、ローカルサイト URL
はデータセンター結合プロセスの間に構成されます。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, （31ページ）を参照してください。
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はじめる前に

DNSサーバーで元のサイト URLを保持し、元のサイト URLをアップデートしたサイト URLに
リダイレクトするようにしてください。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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 MDCシステムである場合、データセンターを選択します。

ステップ 5 変更する [サイト設定]セクションで [編集]を選択します。

ステップ 6 URLを入力して、[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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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,（235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。MDCシステムにおいて、ローカル管理サイト
の URLはデータセンターの結合プロセス中に構成されます。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, （31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。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [システム]を選択します。

ステップ 4 構成のセクションで、[詳細]を選択します。

ステップ 5 [管理設定]セクションで、[編集]を選択します。

ステップ 6 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 7 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。
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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,（235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。

電子メール (SMTP) サーバーを構成します。
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。

電子メールサーバーが常に稼動されていることが重要です。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。 (ユーザー
を追加する, （132ページ）を参照。)

ユーザーは電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザーの電子メールア

ドレスが変更され、ユーザーがアクティブである場合、CWMS上の電子メールアドレスを変
更する必要があります。さもないと、そのユーザーは通知を受け取りません。

重要

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）

ステップ 1 管理ウェブ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 [SMTPサーバー]セクションで、[編集]を選択します。

ステップ 4 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 5 （任意） [TLSを有効にする]を選択し、Transport Layer Security (TLS)を有効化します (基本認証はデフォ
ルトで有効になっています)。

ステップ 6 （任意） [ポート]フィールドを編集し、デフォルト値を変更します。
SMTPデフォルトポート番号は 25または 465です (セキュア SMTPポート)。
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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する必要があります。

（注）

ステップ 7 （任意） 電子メール認証を有効化し、[サーバー認証を有効にする]を選択します。認証を有効化する場
合、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証明書を入力しま

す。

システムからの電子メールは、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。

マイクロ、小、中規模システムでは、電子メール通知は管理用仮想マシン (プライマリまたは高可用性シ
ステム)から送信されます。

大規模システムでは、電子メール通知はウェブ仮想マシン (プライマリまたは高可用性システム)から送信
されます。大規模システムでは、プライマリシステム上に3つのウェブ仮想マシン、高可用性システム上
に 1つのウェブ仮想マシンがあります。

ステップ 8 [保存]を選択します。

次の作業

ユーザーページからユーザーおよび管理者のアクティブ化と非アクティブ化, （135ページ）、
ユーザーを追加する, （132ページ）、ユーザーの編集, （132ページ）を参照してください。

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（ストレージサーバーを利用した災害復旧,（162ページ）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。（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。

NFSファイルとディレクトリでさまざまなスクリプトを実行するため、Cisco WebEx Meetings
Serverが使用する NFS共有でファイルまたはディレクトリを手動で作成しないでください。
NFSストレージサーバーは Cisco WebEx Meetings Serverが独占的に使用する必要があります。

制約事項

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
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•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。

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [サーバー]セクションで、を選択します。サーバー > (サーバー)詳細.

   Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5
160

サーバーの設定



システムにストレージサーバーが存在する場合は、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 4 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 5 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 6 [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 7 [完了]を選択します。

ステップ 8 （任意） 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。
選択した時刻に、毎日バックアップを実行します。

ステップ 9 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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、ストレージサーバーを利用した災害復旧,（162ページ）を参照
してください。

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。
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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）

ストレージサーバーを利用した災害復旧

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。

•シングルデータセンター (SDC)災害復旧—SDCシステムを同一のデータセンターに再インス
トールし、ストレージサーバーのバックアップを利用して同一の状態に復元できます。

•マルチデータセンター (MDC)災害復旧—1つのデータセンターで障害が発生した場合、第 2
のデータセンターでMDCシステムにアクセスし、障害が発生したデータセンターを復元し、
データセンターに結合して、MDCシステムを復元します。

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、このセクションの「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、
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）

• SDCシステムでは、任意で同一の IPアドレスまたはホスト名を使用できます。マルチデー
タセンターシステムでは、任意で元の IPアドレスまたはホスト名をプライマリシステムに使
用できます。
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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, （159ページ）を参照してください。

•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
（SDC）と 2か所の場合（MDC）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 (HA)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 HAを構
成する必要があります。 HA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 HAを設定しなければなりません。 HAの詳細は、高
可用性システムの追加, （63ページ）を参照してください。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。
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• [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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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,（249ページ）
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,（165ページ）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, （243
ページ）を参照してください。

•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、システムを

大きく変更した後のライセンスの再ホスト, （278ページ）およびライセンスについてをご
覧ください。

•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, （149ページ）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
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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」
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,（138ページ）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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること
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があります。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。

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

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。
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コミュニティ文字列の編集

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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

コミュニティ文字列のアクセス権限を設定します。

•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

これらの主催者からの SNMPパケットを受け入れる選択肢の下にダイアロ
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:
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[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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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。

USM ユーザーを追加する

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [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 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。
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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

安全レベル

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 [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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
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者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

USM ユーザーを編集

デフォルトの USMユーザー serveradminは内部で使用されます。管理者は serveradminユー
ザーの USMユーザー名とプライバシーパスワードを変更できますが、このユーザーのセキュ
リティレベル、認証アルゴリズム、またはプライバシーアルゴリズムを変更できません。

（注）

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [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 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

安全レベル

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
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場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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 [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
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説明オプション

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, （168 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, （165 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。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ

い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理

者が見るデータセンターは、DNS 解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成] が有効化されている

場合、1 つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで

メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

通知先を編集

通知先を設定する

ステップ1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNS はどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま

す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。
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ステップ2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ

い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenter を使用してスナップショッ

トを撮る, ページ7 を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC) システム

の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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 通知先リストから通知先リンクを選択します。

ステップ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, ページ168 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。

注意

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, ページ165 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。

注意

ステップ6 [保存] を選択します。

通知先の変更が保存されます。

ステップ7 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ

い。
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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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。
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第 15 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, 177 ページ

• ブランドの設定, 179 ページ

• ミーティングの設定, 180 ページ

• 音声設定の構成について, 183 ページ

• ビデオの設定, 200 ページ

• 携帯用デバイスの設定, 200 ページ

• サービスの質（WoS）の設定, 201 ページ

• パスワードの設定, 203 ページ

• メールの設定, 208 ページ

• アプリケーションのダウンロードについて, 233 ページ

• 証明書の管理, 235 ページ

• セキュリティサインイン警告メッセージのアップロード, 258 ページ

• アプリケーション監査ログの構成, 258 ページ

• セキュリティサインイン警告の構成, 260 ページ

会社情報の設定

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。
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ステップ 2 （任意） [言語]設定を変更するには、[メンテナンスモードをオンにする]を選択します。
[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。

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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行目所在地 1

住所 2行目所在地 2

あなたの市区町村名。City

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/地域

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。

仕事の電話

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設定の影響:

•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。

•レポートの言語。 (レポートの管理,（261ペー
ジ）

LANGUAGE

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
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ステップ 5 （任意） 言語を変更する場合は、[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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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プライバシーポリシー

会社のサービス利用規約の URLサービス利用規約

入力したテキストは、エンドユーザーおよび管理者ウェブページに送信

するすべてのメールのフッターで表示されます。

カスタムフッターテキスト
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説明オプション

すべてのブラウザバーと電子メールなど、デフォルトの背景色をオフに

するには、このオプションを選択します。

ヘッダーの背景色

環境に適用されるオンラインヘルプオプションを選択します。ユーザー

がインターネットにアクセスできない場合、カスタマイズしたヘルプオ

プションを選択し、会社のビデオ、ユーザーガイド、および FAQへの
URLを入力します。

オンラインヘルプ

会社のサポート用ウェブページへの URL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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

•ミーティング参加の設定

•ミーティングの最大参加者数 (ミーティングサイズ)
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•参加者の権限

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

[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。

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。

システムサイズ参加者数の設定

HA (シングルデータセンター)がある、または無い、50ユーザーシステム50

HA (シングルデータセンター)がある、または無い、250ユーザーシステム

HA (マルチデータセンター)が無い、250ユーザーシステム

250

HA (シングルデータセンター)がある、または無い、800または 2000ユーザーシス
テム

HA (マルチデータセンター)が無い、800または 2000ユーザーシステム
5

500

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, （25ページ）を参照してください。

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。

ステップ 6 [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。
a) [ミーティング録画の視聴の準備ができたら通知メールを主催者および出席者に送信する]を選択する
と、システムはミーティング招待状を受け取った主催者とすべてのユーザーに電子メール通知を送信

できます。

b) [録画の視聴とダウンロードをサインインしたユーザーに限定する]うぃ選択すると、ゲストではなく、
システムユーザーだけがミーティング録画を視聴し、ダウンロードできます。
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録画はデフォルトで選択が解除されています。

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,
（159ページ）を参照してください。

ステップ 7 [ファイル転送]を選択すると、ユーザーはミーティング中にファイルを共有できます。

ステップ 8 [保存]を選択します。

ミーティング録画について

CiscoWebExMeetings 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

•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

いいえいいえ招待ユーザー

いいえいいえ転送される招待者

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

はいはい招待ユーザー
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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

はいはい転送される招待者

•主催者機能がオン/オフの前に参加します。

◦オン:招待者またはゲストは、開始 15分前から、ミーティング終了までミーティングに
参加できます。

◦オフ招待者またはゲストはホスト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、招待者が参加できます。

•主催者機能がオン/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、招待者は主催
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、招待者は主催者
の前に電話会議に参加できません。

•最初の参加者が現在の機能のオン/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、最初の参加者がプレゼンタ
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。

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ための発信用アクセス番号の一覧。

• 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の有効で安全な会議証
明書。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,（246ページ）を参照して
ください。
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この機能は、ロシアまたはトルコでは利用できません。（注）

初めて音声設定を行う

音声設定を初めて構成するとき、ウィザードがインストール手順をガイドします。このプロセス

の一部として、Cisco Unified Communications Manager (CUCM)を構成する必要があります。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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、現在の音声機能が示されます。

ステップ 4 [次へ]を選択します。
[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構成パラメータを表示します。

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
CiscoUnified CommunicationsManager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、にある『プ
ランニングガイドhttp://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
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products-installation-and-configuration-guides-list.html』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
ついては安全な電話会議証明書をインポートする,（246ページ）、CUCMでのコール制御の管理につ
いては『プランニングガイド』の「Cisco Unified Communications Manager (CUCM)の構成」を参照して
ください。

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CiscoWebExMeetings
クライアントに表示されます。

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。
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ステップ 15 （任意） 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）。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 （任意） [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 （任意） システムが IPv6でサポートされ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。

ステップ 18 ユーザーが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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

音声設定を設定する

はじめる前に

初めて音声設定を構成する場合、初めて音声設定を行う, （184ページ）を参照してください。

ブラストダイヤル、コールインサービス言語、表示名、または発信者 ID音声設定を構成また
は変更するために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 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。
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ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [設定] > [音声]の順に選択します。

ステップ 4 [グローバル設定]を選択します。音声機能の設定を行います。
音声の構成については、グローバル設定があり、各データセンターにはローカル設定があります。グロー

バル設定はすべてのデータセンターに適用されます。ローカル設定は個別のデータセンターに適用されま

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。ミーティング主催者はブラストダイヤルミーティングを開始

できません。

•オフ—すべての電話機能を無効にします。ミーティング主催者はWebEx音
声、ブラストダイヤル、またはパーソナル会議ミーティングを開始できませ

ん。

WebEx音声

• [パーソナル会議を有効化する]チェックボックスを選択すると、ユーザーが
パーソナル会議ミーティングを開始しダイヤルすることが可能になります。

• [参加者が主催者より先にパーソナル会議に参加することを許可する]を選択
すると、参加者は参加者アクセスコードだけを入力することで、パーソナル

会議ミーティングの音声部分を開始することが可能になり、主催者PINは不
要です。

パーソナル電話会議
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説明オプション

•オンを選択すると、コンピュータ音声接続を許可します。

•オフを選択すると、コンピュータ音声接続を無効にします。

コンピュータを使っ

た音声接続

ステップ 5 WebExブラストダイヤルについて, （191ページ）での説明通り、ブラストダイヤルを構成します。

ステップ 6 [電話会議設定の編集]セクションで、CUCM（Cisco Unified Communications Manager）の [編集]リンクを
選択して、設定を変更します。

MDCシステムでは、各データセンターをCisco Unified Call Manager (CUCM)に接続する必要があります。
複数のデータセンターは、1つの CUCMを共有する必要があります。または、それぞれ CUCMと関連付
けることができます。MDCシステム中の CUCMの構成は、シングルデータセンター (SDC)システムと
同様です。

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) CUCM 2 (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

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 SSL証
明書アップロードし、システムの完全修飾ドメイン名（FQDN）を各CUCMサー
バーの SIPドメイン名に設定します。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,（246ページ）、CUCMについては『CiscoWebEx
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。

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 7 コールインアクセス番号セクションで [編集]を選択すると、アクセス番号を追加、変更、または削除でき
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。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。
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b) 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。
c) [続行]を選択します。
メインページで [保存]を選択するまで、変更は保存されません。

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CiscoWebExMeetings
クライアントに表示されます。

ステップ 8 コールインサービス言語セクションで、[編集]を変更すると、ミーティングの音声部分にコールインする
ユーザーが利用可能な言語を追加、変更、または削除できます。

a) [追加]を選択し、希望する各コールイン番号に関連するルートパターンを入力すると、ミーティング
の音声部分にコールインするユーザーに言語の選択を提供します。

ルートパターンと関連するコールイン番号に発信するすべてのユーザーは、構成した言語の選択肢か

ら選択できます。たとえば、英語、スペイン語、フランス語を言語の選択肢として構成する場合、ユー

ザーがルートパターンと関連するコールイン番号を発信すると、発信者は英語で挨拶を聞きますが、

スペイン語またはフランス語から選択できます。ユーザーがスペイン語を選択する場合、最初の音声

プロンプトはスペイン語で話されます。

デフォルトの言語は[設定] > [音声] > [グローバル設定] > [システム音声言語]で構成された言
語に設定されています。

（注）

b) エントリーを削除する場合は、行の最後にある [X]を選択します。
c) エントリーを変更するには、異なるルートパターンを選択し、異なる言語設定を選択します。
d) [続行]を選択します。
ページ下の [保存]を選択するまで、変更は保存されません。

CUCMで設定したルートパターンのみを追加してください。

ステップ 9 [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、および各サーバーのポート
番号を選択します。（（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安全
な電話会議証明書をインポートする, （246ページ）、CUCMでのコール制御の管理については『プラン
ニングガイド』の「Cisco Unified Communications Manager (CUCM)の構成」を参照してください。

ポート番号が CUCMの設定と一致することを確認します。

ステップ 10 [表示名]ダイアログボックスに表示名を入力します。
これは Call Meサービスを使用するとき、または Cisco WebEx Meeting Server (CWMS)を発信するときに、
ミーティング参加者の IP電話上に表示される名前です。

ステップ 11 [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。

ステップ 12 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。

ステップ 13 [電話による参加と終了音]を選択します。
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•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 14 システムが IPv6でサポートされ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:オフは、設定が IPv4であることを示します。

ステップ 15 ユーザーが CiscoWebEx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。

この設定は、コールインサービス言語のデフォルト言語として表示されます。

ステップ 16 [保存]を選択します。

ステップ 17 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

音声 CUCM の構成

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること
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があります。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。

ステップ 3 [設定] > [音声] > [CUCMデータセンター]を選択します。

ステップ 4 [ CUCM (Cisco Unified Communications Manager)の編集]を選択して、設定を変更します。
a) [CUCM 1 IPアドレス]で、ホスト名または IPアドレスを入力します。
b) (オプション) CUCM 2 (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。

ステップ 5 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

WebEx ブラストダイヤルについて
WebExブラストダイヤル機能によって、ミーティング主催者に指名されたユーザーは、電話をか
け、主催者 PIN (必要な場合)を入力し、ミーティングの音声部分を即時に開始します。同時に、
システムはブラストダイヤルグループに定義された参加者のリストへ自動的に発信します。主催

者は数分以内で緊急事項について話し合うことができ、または、承認された権限を持つ、または

緊急事態に対応するための訓練を受けた人物に対し、重要な問題を処理するための詳細な指示を

出すことができます。主催者はミーティングの音声部分を開始することに加え、自動的に生成さ

れた電子メールにアクセスすることで、ミーティングの音声部分を開始して、画像、ビデオ、ま

たは電子情報をミーティング参加者と共有できます。

システムが参加者リスト上の人に発信すると、その人は着信に応答して参加者 PIN (必要な場合)
を入力することで、ミーティングの音声部分に参加します。ミーティングの音声部分が開始する

と、主催者は*#を押すことで、ミーティングに参加した人の名前を聞くか、またはミーティング
のオンライン部分で参加者リストを見ます。どの参加者も、着信に応答しないことを選択できま

す。またはブラストダイヤルから自身を削除できます。管理者はいつでもブラストダイヤルグ

ループから人を削除できます。

各ブラストダイヤルグループには、各サイズのユーザーシステムによってサポートされる参加者

の最大数を含めることができます。 (詳細は、「Cisco WebEx Meetings Serverプランニングガイド
とシステム要件」の「システム容量マトリックス」セクションを参照してください。)管理者はブ
ラストダイヤルグループと参加者を構成しますが、ミーティング主催者グループ設定と参加者リ

ストの情報を提供するのはミーティング主催者です。管理者は、ブラストダイヤルページで手動
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で入力するか、または主催者が作成さた参加者テンプレートファイルをインポートすることで、

参加者をブラストダイヤルグループに追加します。

グループテンプレートのダウンロード

提供されたリンクを使用してグループテンプレートをダウンロードし、ブラストダイヤルグルー

プのミーティングを主催する人に送信します。

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] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 [グループテンプレート]リンクを選択し、主催者が新しいブラストダイヤルグループのグループ名および
主催者 PINなどの全体設定を提供するのに使用するテンプレートをダウンロードします。

ステップ 4 電子メールでグループテンプレートをブラストダイヤルグループの主催者に送信します。主催者に対し、

テンプレートを完成させ提出するように指示します。

次の作業

新しいグループを作成する情報がある場合、ブラストダイヤルグループの追加,（192ページ）に
移動します。

参加者をインポートするには、指示、および参加者テンプレートファイルの例文が記載された行

を削除して参加者リストのインポート, （199ページ）に移動します。

グループに対し、手動で参加者を追加するには、ブラストダイヤル参加者の追加,（196ページ）
へ移動してください。

ブラストダイヤルグループの追加

各ブラストダイヤルグループに対し、グループ名、ルートパターン、コールイン番号を指定しま

す。ルートパターンとコールイン番号はCUCMで定義し、ブラストダイヤルページにコピーする
必要があります。ミーティングのセキュリティレベルを提供するために、ホスト PINと参加者
PINを構成します。各グループについて、内部参加者の少なくとも 1人の [主催者]チェックボッ
クスを選択し、ユーザーを主催者にします。各ブラストダイヤルグループに対し、少なくとも 1
人の主催者がいる必要があります。複数の内部参加者を、ブラストダイヤルグループの主催者と

して指定でき、すべての主催者はブラストダイヤルミーティングの音声部分を開始できます。た

だし、ミーティング主催者は、ブラストダイヤルミーティングのオンライン部分を開始するため

にライセンスを必要とします。

ブラストダイヤルグループが構成されると、システムは主催者に電子メールで主催者 PINおよび
コールイン番号を送信します。すべての参加者は、参加者 PINとコールイン番号を含む電子メー
ルを受け取ります。主催者はコールイン番号を発信し、PINを入力して、ミーティングを開始し
ます。参加者はブラストダイヤル着信に応答し (着信を逃した場合はコールイン番号を発信しま
す)、参加者 PINを入力します (必要な場合)。 24時間後に自動的に終了する、他のタイプの Cisco
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WebEx Meetingsと異なり、ブラストダイヤルミーティングは最後の人が通話を終了するか、また
はミーティングのオンライン部分から退席するまで継続します。

主催者がブラストダイヤルミーティングのオンライン部分を開始すると、DTMFトーンが無効
になります。

（注）

はじめる前に

各ブラストダイヤルグループに対し、Cisco Unified Communications Managerでルートパターンと
対応するコールイン番号を構成します。各ブラストダイヤルグループには自身の専用コールイン

番号が必要です。ルートパターンの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager管
理者ガイド』の「Call Routing Setup」を参照してください。

グループテンプレートファイルをダウンロードし、ブラストダイヤルグループの主催者に送信し

ます。主催者はテンプレートに記入し、返却します。テンプレート中の情報を使用して、ブラス

トダイヤルグループを作成します。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [音声] > [グローバル設定]を選択します。.

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループの追加]を選択します。

ステップ 4 グループ名を入力します。

ステップ 5 ルートパターンを入力します。

各ブラストダイヤルグループについて、1つのルートパターンを Cisco Unified Communications Managerで
構成する必要があります。

ステップ 6 このブラストダイヤルグループに構成されたルートパターンと関連付けられたコールイン番号を入力しま

す。

各ブラストダイヤルグループには専用のコールイン番号が必要です。主催者はコールイン番号をダイヤル

してブラストダイヤルミーティングを開始します。

このコールイン番号は、Cisco Unified Communications Manager中のこのグループに選択された
ルートパターンにリダイレクトする必要があります。詳細については http://www.cisco.com/c/en/
us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-maintenance-guides-list.htmlを参照してください。

（注）

ステップ 7 （任意） [ミーティングパスワード]フィールドに英数字のパスワードを入力します。
構成されている場合、参加者はこのパスワードを入力し、ブラストダイヤルミーティングのオンライン部

分に参加します。

ミーティングのパスワードについて規定したルールは[設定] > [パスワード管理] > [ミーティング
パスワード]で設定されます。詳細についてはミーティングの設定, （180ページ）を参照して
ください。

（注）

ステップ 8 主催者 PINオプションの 1つを選択します。
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• (デフォルト) [主催者PINを自動的に生成]を選択し、スライダーを希望するセキュリティレベルに移
動させます。スライダーを動かすと、PINとセキュリティレベルが変化します。 [更新]を選択し、
他の番号を生成します。

• [主催者 PINを入力]を選択し、数字の PINを入力します。このオプションが選択されているとき、
PINが必要です。

3桁の PINはセキュリティが弱く、4～ 7桁の PINはセキュリティが中程度、8～ 10桁の PINはセ
キュリティレベルが高いです。

主催者 PINは、11111、1234567など、すべて同一の数字、または連続する数字にすること
はできません。

（注）

•ブラストダイヤルミーティングを開始するために、主催者が PINを入力しなくても良いようにした
い場合、[なし]を選択します。

このオプションが選択される場合、コールイン番号を知っているユーザーはブラストダイ

ヤルミーティングを開始できます。

（注）

ステップ 9 参加者 PINオプションの 1つを選択します。

• (デフォルト)ブラストダイヤルミーティングに参加するために、参加者がPINを入力しなくても良い
ようにしたい場合、[なし]を選択します。

• [参加者 PINを入力]を選択し、数字の PINを入力します。このオプションが選択されているとき、
PINが必要です。

3桁の PINはセキュリティが弱く、4～ 7桁の PINはセキュリティが中程度、8～ 10桁の PINはセ
キュリティレベルが高いです。

参加者 PINは、11111、1234567など、すべて同一の数字、または連続する数字にすること
はできません。

（注）

ステップ 10 参加者に発信する際にシステムが実行する [コール試行]の数を選択します。
システムは各参加者に対し、[コール試行]で選択した回数分発信します。ユーザーが [マイアカウント]
ページ (内部ユーザー用)上に 4つの電話番号を列挙する場合、または、管理者がシステムにインポートさ
れた CSVファイルに 4つの電話番号を入力する場合、システムは [コール試行]で選択した回数分、最初
の番号に発信し、その後、[コール試行]で選択した回数分、2番目の番号に発信し、これを繰り返します。
システムが [コール試行]で選択した回数分、各電話番号にダイヤルした後、システムは参加者への発信を
停止します。このフィールドで [無制限]を選択すると、システムは参加者が発信に応答するか、または
Bast Dialミーティングが終了するまで、発信を続けます。

• 1 (システムは各参加者に 1回発信します。)

• 3（デフォルト)

• 5

• 10
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•無制限 (会社のポリシーで、参加者がミーティングに参加するまで参加者に発信するように定められ
ている場合、このオプションを選択します。)

ステップ 11 [参加者の追加]リンクを [内部リスト]セクションで選択します。

ステップ 12 [内部リスト]で、少なくとも 1人の主催者の電子メールアドレスを入力し、+を選択して、各人物を参加
者リストに追加します。

ステップ 13 [主催者]チェックボックスを選択し、内部ユーザーをミーティング主催者に指定します。

ステップ 14 （任意） [参加者の追加]リンクを [外部リスト]セクションで選択します。

ステップ 15 （任意） 外部ユーザーの場合、名前、電子メールアドレス、電話番号を入力し、[追加]を選択して、人
を参加者リストに追加します。外部ユーザーの詳細はブラストダイヤル参加者の追加, （196ページ）を
参照してください。

ステップ 16 [保存]をクリックして変更を保存します。
ブラストダイヤルグループはシステムに追加されます。

次の作業

参加者のリストをインポートするには、定義済みの列見出しを持つCSVファイルをエクスポート
します。詳細については、参加者リストのエクスポート, （198ページ）と参加者リストのイン
ポート, （199ページ）を参照してください。

小さなブラストダイヤルリストを作成、または新しい人を外部リストに少し追加するには、ブラ

ストダイヤル参加者の追加, （196ページ）を参照してください。

ブラストダイヤルの削除については、ブラストダイヤルグループの削除,（196ページ）を参照し
てください。

ブラストダイヤルグループ設定の編集

参加者リストなど、ブラストダイヤルグループ設定を変更できます。

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] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループ名]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 参加者リストのエントリーを変更するには、Xを選択してエントリーを削除して、アップデートしたデー
タを含むエントリーを再度追加します。

ステップ 6 [更新]を選択して変更を保存します。
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ブラストダイヤルグループの削除

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルのセクションで、削除したいグループの横にある Xを選択します。

ステップ 4 [OK]を選択して確認します。
ブラストダイヤルグループと関連する参加者リストがシステムから削除されます。

ブラストダイヤル参加者の追加

ブラストダイヤルグループの設定を構成後、内部および外部参加者リストを作成します。主催者

がWebExブラストダイヤルミーティングを開始すると、システムは内部および外部参加者リスト
のメンバーに発信し、外部リストのメンバーの次にある内部リストのメンバーにダイヤルします。

内部参加者は会社の電子メールアドレスを持っています。管理者が内部ユーザーの電子メールア

ドレスだけを入力すると、システムが [マイアカウント]ページ上のユーザー名と電話番号を検索
します。システムは [マイアカウント]ページ上に記載された内部ユーザーの電話番号に発信しま
す。つまり、ユーザーがオフィスの番号を入力すると、システムはその番号にダイヤルしますが、

ユーザーがオフィスの番号ではなくモバイル機器の番号を入力する場合、システムはモバイル機

器の電話番号を最初にダイヤルします。『CiscoWebExMeetingsServerユーザーガイド』の「Updating
Your Account Information」を参照してください。

外部参加者はWebExブラストダイヤルミーティングにゲストとして参加しますが、会社の電子
メールアドレスを持ちません。管理者が外部参加者の名前、電子メールアドレス、電話番号をブ

ラストダイヤル]に入力します。システムは順番に電話番号を入力します。

参加者を入力する方法には 2通りあります。

•内部リストまたは外部リストセクションで提供されるフィールドに参加者の情報を入力しま
す。

•ブラストダイヤルミーティングを主催する人に対し、[参加者テンプレート]リンクを [マイ
アカウント]ページで選択し、テンプレートファイルをダウンロードするように頼みます。
主催者はシステムにインポートするために、参加者情報を入力し、完全なテンプレートを管

理者に送信します。

•参加者リストの CSVファイルをエクスポートし、必要な情報を入力し、アップデートした
CSVファイルをインポートします。
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外部参加者はWebExブラストダイヤルミーティングを主催できません。（注）

内部ユーザーの電子メールアドレスが外部参加者リストに入力されているか、またはシステムが

データベース中の内部参加者リストのエントリーに対する電子メールアドレスを発見できない場

合、システムはすべての参加者エントリーをチェックし、参加者リスト間で自動的にエントリー

を移動させます。 lists if an内部参加者エントリーが外部リストへ移動される場合、ユーザー名と
電話番号を入力し、エントリーを有効にします。

はじめる前に

ブラストダイヤルミーティングを主催する人に連絡し、主催者に対し、[参加者テンプレート]リ
ンクを [マイアカウント]ページで選択し、テンプレートファイルをダウンロードします。主催者
は参加者情報を入力し、完全なテンプレートを管理者に送信します。『CiscoWebExMeetingsServer
ユーザーガイドリリース 2.5』の「Downloading the Group and Participants Templates」セクションを
参照してください。

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] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループ名]を選択します。

ステップ 4 既存の参加者リストをエクスポートし、CSVファイルを変更し、ファイルをインポートすることで、参加
者の情報を追加または変更できます。

初めて [リストのエクスポート]を選択すると、システムは適切な列見出しを持つ空のCSVファ
イルをエクスポートします。

（注）

ステップ 5 参加者のインポート:

• [タブ]または [コンマ]を選択し、インポートする CSVファイルがタブ区切りか、またはコンマ区切
りかを指定します。

• [参照]を選択して、インポートする CSVファイルを選択します。

• [インポート]をクリックします。

ステップ 6 提供されたフィールドに個別のエントリーを入力:

•内部参加者の場合、電子メールアドレスを入力し、+を選択してエントリーを追加します。

•外部参加者の場合、参加者の名前、電子メールアドレス、および国コードを含む電話番号を入力しま
す。 [追加]を選択します。

新しく追加された参加者が内部リストまたは外部リストに表示されます。

ステップ 7 （任意） [主催者]チェックボックスを選択し、人を主催者に指定します。
システムでは、各ブラストダイヤルグループに対して、少なくとも 1人の内部参加者を指定す
る必要があります。

（注）
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ステップ 8 [保存]を選択して、ブラストダイヤルグループ設定、および新しく追加されたエントリーを参加者リスト
に保存します。

主催者に指定された人は、主催者 PIN、参加者 PIN、ミーティングパスワード (構成されている場合)、お
よびブラストダイヤルのコールイン番号を含む電子メール通知を受け取ります。他すべての参加者じゃ、

参加者 PINとミーティングパスワード (構成されている場合)を含む電子メール通知を受け取ります。

次の作業

参加者リスト中のエントリーを変更するには、ブラストダイヤルグループ設定の編集,（195ペー
ジ）を参照してください。

参加者リストをインポートするには、参加者リストのインポート,（199ページ）を参照してくだ
さい。

参加者リストをエクスポートするには、参加者リストのエクスポート,（198ページ）を参照して
ください。

参加者リストのエクスポート

参加者リストを作成する前に、[リストのエクスポート]を選択し、適切な列見出しを持つ空白の
CSVファイルをエクスポートします。そうでない場合、システムはすべての参加者情報をこのブ
ラストダイヤルグループにエクスポートします。内部および外部参加者を含むエクスポートリス

トには、名前、電子メール、電話番号 1、電話番号 2、電話番号 3、電話番号 4、および主催者が
含まれます。

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] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル]セクションの [グループ名]を選択します。

ステップ 4 [参加者]セクションの [エクスポートリスト]を選択します。
参加者データは CSVファイルとしてエクスポートされます。

ステップ 5 エクスポートダイアログで、特定のアプリケーションでファイルを開くか、またはファイルを保存してダ

ウンロードするか選択します。

ステップ 6 エクスポートした CSVファイルにアクセスし、参加者データを追加、変更、削除します。
外部参加者の場合、システムには [名前]、[電子メールアドレス]、および 1つの [電話番号]が必要です。
内部参加者の場合、システムにはユーザーの会社の [電子メールアドレス]だけが必要です。最低でも 1
人の内部ユーザーを主催者ロールに割り当てる必要があります。

たとえば内部ユーザーの名前など、必要でない参加者情報を入力する場合、システムは CSV
ファイルがインポートされるとき、この情報を保存しません。ただし、外部参加者の名前を入

力することを忘れたなど、情報が不完全な場合、システムは情報をインポートしますが、エラー

メッセージを表示します。不正確なエントリーは無効と判断され、データベースに保存されま

せん。

（注）
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•名前 (外部参加者に必要)—人の氏名を任意の形式で入力します。すべて記号が可能ですが、< and >
は推奨されません。この名前は、ブラストダイヤルミーティングに関する情報と共にシステムが参

加者に送信する外部リストと電子メールメッセージに表示されます。外部リストに対し名前が長す

ぎる場合、切り詰められます。 (電子メール中の名前は切り詰められません。)内部ユーザーの場合、
名前はユーザーのWebExマイアカウントページから取得できます。

•電子メール (すべての参加者に必要)—システムはこのアドレスを使用して、PINおよびコールイン番
号を送信し、リンクをブラストダイヤルミーティングのオンライン部分に送信し、また、人物が内部

参加者か外部参加者か判定します。電子メールが Cisco WebEx Meetings Serverに保存された場合、
その人は内部参加者であり、システムは自動的にユーザーのWebEx [マイアカウント]ページから名
前と電話番号の情報を検出します。電子メールアドレスが外部である場合、システムは CSVファイ
ルに入力された名前と電話番号を使用します。

•電話番号 (外部参加者に必要)—外部参加者に対する、国コードを含む4つの電話番号を入力します。
システムは順番に (電話番号 1、電話番号 2、電話番号 3以下略)電話番号をダイヤルします。最低で
も 1つの各外部参加者用の電話番号を入力してください。文字: 0~9, (, ), -が許可されます。 CWMS
システムは電話番号を識別し、形式を確認し、変換しません。エントリーを CUCMに転送するだけ
です。

•ロール (内部参加者だけ)—ミーティング主催者となるすべての内部ユーザーに対し [主催者]を入力し
ます。主催者は主催者 PIN、参加者 PIN、コールイン番号を含む電子メールを受け取ります。その
1人以外も主催者に指定できます。

次の作業

に移動します。参加者リストのインポート, （199ページ）.

参加者リストのインポート

はじめる前に

参加者情報を含むコンマ区切りまたはタブ区切り (CSV)ファイルを準備します。現在の参加者リ
ストの値をCSVファイルにエクスポートし、ファイルを修正し、インポートすることで、参加者
情報を追加または変更できます。

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] > [音声]の順に選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル]セクションの [グループ名]を選択します。

ステップ 4 [タブ]または [コンマ]を選択し、インポートする CSVファイルのタイプを指定します。

ステップ 5 [参照]を選択して、インポートする CSVファイルを選択します。

ステップ 6 [インポート]をクリックします。
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ファイルがシステムにインポートされます。

ステップ 7 [更新]を選択して参加者情報を保存します。
インポートされた参加者情報はデータベースに保存されます。

次の作業

参加者リストをスクロールして、参加者情報を見て、値が正しくインポートされたことを確認し

ます。

参加者リストのエクスポート, （198ページ）へ移動し、参加者リストをエクスポートします。

ビデオの設定

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [ビデオ]の順に選択します。

ステップ 3 360p、180p、オフのいずれかを選択してから、[保存]を選択します。
ストレージ要件の概要については、『CWMSプランニングガイド』の「ミーティング録画について」を
参照してください。

携帯用デバイスの設定

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、この番号を最初に試します。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。

iOSモバイルデバイスを使用していて、データセンター証明書が、有名な証明機関からのもので
ない場合、両方のデータセンター SSL証明書を iOSモバイルデバイスにインポートする必要があ
ります。そうでない場合、ミーティングを開始しようとすると、iOSモバイルデバイスがエラー
を表示します。

Androidモバイルデバイスのユーザーは、ミーティングを開始する前に、データセンター証明書を
インポートすることを推奨します。Androidデバイスに証明書をインポート後、デバイスはWebEx
サイトを信頼し、このサイトからミーティングを開始するときに、警告メッセージを表示しませ

ん。
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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）

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

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 Android WebEx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。

次の作業

Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0以降の場合、電子メールの証明書をモバイルデバイスの
ユーザーにエクスポートすることに関する情報については、モバイル端末向けの SSL証明書をエ
クスポート, （240ページ）を参照してください。

サービスの質（WoS）の設定
RFC2475に定義されている通りに、音声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。 Ciscoはデフォルト値の使用を推奨します。
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、Cisco Unified Communications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、Cisco Unified Communications Manager
（http://www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/products_implementation_design_guides_list.html）
のバージョンに適用されます。

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)
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◦ IPv4 QoSマーキング: CS3 (選考3) DSCP 011000

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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 （任意） [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]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：選択を解除し (無効化)、90日に設定します。)
デフォルト設定を有効にする場合、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、ユーザーページからユーザーおよび管理者のアクティブ化

と非アクティブ化, （135ページ）を参照してください。

ステップ 4 （任意） [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]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 （任意） [すべてのユーザーに次のログインで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 6 （任意） [ユーザーアカウントのロックを有効化する]を選択します。（デフォルト：未選択）
管理者はアカウントをロック解除します (管理者アカウントのロック解除, （134ページ）を参照)。

追加パラメータが以下を表示します。

•サインインに連続して失敗する [数]

• [number]分後に、失敗したサインインの試行回数がリセットされます。

• [number]分後に、ユーザーアカウントのロックを解除します。

•電子メール通知をロックされたユーザーに送信します。

ステップ 7 [保存]を選択します。

ユーザーパスワードの要件と制限を設定します。

システムがデフォルト認証を使用するとき、これらの設定は、管理者とエンドユーザーに適用さ

れます。システムが Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)認証または Single Sign-on (SSO)
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認証を使用するとき、これらの設定は管理者だけに適用されます。エンドユーザーのパスワード

は ADサーバーまたは IdPサーバーから管理できます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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強力なパスワードを要求する

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

必要最小限の記号文字数

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
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説明オプション

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。

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。この表はユー

ザーがミーティングに出席するためにパスワードを入力する必要があるときを示しています。

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

自動的に入

力されてい

ます。

パスワード

が必要。パ

スワードは

自動的に入

力されてい

ます。

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
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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。

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

残りのオプションを有効化します。ミーティングの強力なパスワードを要求する

最低文字数。

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： 5

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： 5

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： 5

必要最小限の記号文字数

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

管理者が指定した不正な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。
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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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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できますが、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。

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,
（208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:
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•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。

表 3：共通メールテンプレート

変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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%

パーソナル会議アカウント

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ミーティングの招待状
ー招待者

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パーソナル会議アカウント

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ミーティング通知―主
催者
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変数説明役職

• %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ミーティング招待状ー
主催者

• %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ミーティング招待状ー
招待者

• %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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変数説明役職

• %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%

モバイルデバイス用の

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—モバイルデバイス
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変数説明役職

• %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招

待者に、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

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

選択したミーティングの招

待者に、ミーティングの録

画へのリンクを送信しま

す。 [ミーティングを退席
する]を選択した後、ミー
ティングセンターで主催者

が出席者を選択します。

MCの録画の共有
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変数説明役職

• %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

表 4：ミーティングのメールテンプレート

変数説明役職

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者がミーティングを開

始するためにブラストダイ

ヤルのコールイン番号をダ

イヤルするときに送信され

ます。

主催者用のブラストダイヤ

ルミーティングの招待状
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変数説明役職

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %Participants%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者がミーティングを開

始するためにブラストダイ

ヤルのコールイン番号をダ

イヤルするときに参加者に

送信されます。

出席者へのブラストダイヤ

ルミーティング招待状

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

管理者がグループを削除す

るときに、ブラストダイヤ

ルグループのメンバーへ送

信されます。

ブラストダイヤルミーティ

ンググループ削除

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %MeetingInfoURL%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの進行中に、

主催者がミーティングに招

待すると他の主催者に送信

されます。

主催者に対する進行中のブ

ラストダイヤルミーティン

グの招待状
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変数説明役職

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %Participants%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %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。

招待者用の進行中 のブラ

ストダイヤルミーティング

の招待状

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %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。

主催者用に更新されたブラ

ストダイヤルミーティング

情報

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %Participants%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %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

情報を参加者者に提供しま

す。

出席者用に更新されたブラ

ストダイヤルミーティング

情報

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5    
217

メールの設定



変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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

催者に送信しました。

ミーティングが取り消され

ました (主催者用)
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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %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)
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変数説明役職

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待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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変数説明役職

• %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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変数説明役職

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待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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変数説明役職

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostName%

• %SiteURL%

• %Support%

ミーティングの主催者

（パーソナル会議アカウン

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 (パーソ
ナル会議アカウントの

み)。

PCNミーティングの招待
状 (招待者用)
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変数説明役職

• %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

(パーソナル会議アカウン
トのみ)。

PCNミーティング手動リ
マインダ (招待者)
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変数説明役職

• %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 (パーソナル
会議アカウントのみ)。

PCNミーティング通知 (主
催者)

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %SiteURL%

• %Support%

主催者にインスタントミー

ティング通知を送信します

(パーソナル会議アカウン
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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変数説明役職

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

招待者にインスタントミー

ティング通知を送信します

(パーソナル会議アカウン
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 (パーソ
ナル会議アカウントの

み)。

PCNミーティングスケ
ジュール変更 -ホスト
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変数説明役職

• %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 (パーソ
ナル会議アカウントの

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%

招待者にスケジュール再ス

ケジュール通知を送信しま

す (パーソナル会議アカウ
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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変数説明役職

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

主催者にミーティングキャ

ンセル通知を送信します

(パーソナル会議アカウン
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

ンセル通知を送信します

（パーソナルアカウントの

み）。

PCNミーティングキャン
セル -招待者

アプリケーションのダウンロードについて

管理サイトで利用できるツールを使って CWMSアプリケーションを複数展開できます。ダウン
ロードできるアプリケーションには、次のものが含まれます。

• WebEx Meetingsアプリケーション

仮想化されたオペレーティングシステムでのWebEx Meetingsアプリケーショ
ンの実行はサポートされていません。

（注）

• WebEx生産性向上ツール

システムを更新またはアップグレードした後で、ユーザーは古いバージョンのWebEx生産
性ツールをアンインストールする必要があります。アップグレードした後で、管理サイトを

使用してユーザーにWebEx生産性ツールをプッシュするか、ユーザーが [ダウンロード]ペー
ジからWebEx生産性ツールをダウンロードできます。

• WebExネットワーク録画プレーヤー
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管理サイトを使用して、ユーザーがアプリケーションを自分自身でダウンロードするか、アプリ

ケーションをユーザーのコンピュータにプッシュするか、インストールファイルをダウンロード

して、ユーザーにアプリケーションを自分自身でインストールするように指示することができま

す。

[管理者] > [設定] > [ダウンロード]ページから、それぞれの .MSIインストーラを取得できます。
詳細については、「管理サイトからのアプリケーションのダウンロード」を参照してください。

コンピュータに対してユーザーが管理者権限をもつ場合、自動ダウンロード、ユーザーが有効に

したダウンロードとインストール、またはアプリケーションをユーザーのコンピュータにプッシュ

する方法を使用してアプリケーションを配布することができます。会社がユーザーに管理者権限

を許可しない場合は、別の方法でアプリケーションをユーザーのコンピュータにインストールす

る必要があります。

オフラインでユーザーのコンピュータにアプリケーションをプッシュしてから、アカウントが作

成されたことをエンドユーザーに知らせることをお勧めします。こうすることで、ユーザーがサ

インインしたらすぐにミーティングを開始または参加し、ネット―枠録画を再生できます。

ユーザーがアプリケーションをまだインストールしていない場合、ユーザーが初めてミーティン

グに参加すると、WebExMeetingsアプリケーションがPCにダウンロードされます。これにより、
オンデマンドまたはサイレントで行うことができます。ユーザーはミーティング中はCiscoWebEx
Meetingsアプリケーションを使用し、ミーティングが終了したらそれを削除するか、将来のミー
ティングの開始や参加のプロセスをスピードアップするために、アプリケーションのインストー

ルを実行することを選択できます。ユーザーが管理者権限がないため、これは失敗する場合があ

ります。

ユーザーが管理者権限をもつ PCで、ユーザーはエンドユーザー用ダウンロードページから Cisco
WebEx Meetingsアプリケーションと生産性向上ツール、およびネットワーク録画プレイヤーをダ
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。

ユーザーの PCに管理権限のないロックダウン環境で Cisco WebEx Meetings Serverリリース 1.5
MR3以降にアップグレードするとき、アップグレード手順を開始する前に、WebExMeetingsアプ
リケーションの新しいバージョンをすべてのユーザー PCにプッシュしてください。ミーティン
グアプリケーションの新しいバージョンと古いバージョンを両方ユーザーの PCに保存しておく
と、最新のバージョンまたは以前のバージョンのいずれのミーティングsアプリケーションを実
行するユーザーにより主催されたミーティングに出席できるようになります。ファイルが正しい

フォルダに保存される限り、ユーザーはPCに複数のバージョンのWebExMeetingsアプリケーショ
ンを保存しておくことができます。

CiscoWebExMeetings Server Release 1.5MR3 (ビルド 1.5.1.386)以前を展開したか、クラウドベー
スのWebExミーティング Servicesを使用するサイトの場合、WebEx Meetings Serverおよび
WebExミーティングServices用のMeetingsアプリケーションをアンインストールし、ユーザー
PCの適切なフォルダ上にミーティングsアプリケーションを再インストールしてください。
そうしない場合、ユーザーはクラウドベースのWebExユーザーが主催するミーティングに参
加できません。詳細については、『Cisco WebEx Meetings Serverトラブルシューティングガイ
ド』の「Users with PCsWithout Administrator Privileges Cannot JoinMeetings Hosted by Cloud-based
WebEx Users」を参照してください。

（注）
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ダウンロードの設定

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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）

このオプションが選択されると、ユーザーが Cisco WebEx生産性向上ツールのアップデート版
をインストールした後、Windowsコントロールパネルの [プログラムと機能]に表示されるWebEx
生産性向上ツールのバージョンは、古いバージョン番号を示します。ただし、WebEx Assistant
の [WebEx生産性向上ツールのバージョン情報]に表示されるバージョンは、正しいバージョン
を示します。これは既知の問題であり、後のリリースで修正されます。

（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

• 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]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。次のステップに進みます。

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。

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のセキュリティを確保することを保証します。シス

テムを展開したとき、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。システムは複数の仮想マシンに対
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応します。データセンターに対し 1つの証明書だけが必要です。 IRP仮想マシンを除き、システ
ム証明書には他すべての仮想マシン、サイト URL、および管理 URLに対する完全修飾ドメイン
名 (FQDN)が含まれます。

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証明書をインポートする, （245ページ）を参照。)

• 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。

• SMTP—電子メールサーバーが TLSに対応している場合に必要です。

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

証明書または Certificate Signing Request (CSR)をアップデートできませんが、いつでも証明書また
はCSRを生成できます。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。

•データセンターがシステムに結合されます。

•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FQDNは、元
の SSL証明書には存在しない。

•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証明書に存在しない。

•管理者サイトの URLが変更された。この URLは元の SSL証明書に存在しない。

•管理用仮想マシンの完全修飾ドメイン名が変更された。この完全修飾ドメイン名は、元の
SSL証明に存在しない。

•現在の SSL証明書の有効期間が切れた。

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。
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•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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [CSRの生成]を選択します。

ステップ 3 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

[ローカルサイトURL]証明書、[グローバルサイトURL]証明
書、または [ワイルドカード]証明書を選択します。

通称

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。

組織名を入力します。組織

部署名を入力します。部

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

キーのサイズを選択します。デフォルト： 2048 (推奨)キーのサイズ

ステップ 4 [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 5 [ダウンロード]を選択します。
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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 6 VMware Data RecoveryまたはVMware vSphere Data Protectionを使用することで、システムをバックアップ
します。 VMware vCenterを使用してバックアップを作成する, （6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。

SSL 証明書をインポートする

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。

システムが自己署名証明書を使用する場合、ユーザーはミーティングに参加できない可能性があ

ります。これを避けるには、クライアント側で自己署名証明書を使用するように構成してくださ

い。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [データセンター] > [証明書] > [詳細オプション] > [SSL証明書/秘密鍵のインポー
ト]を選択します。.
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には、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します。

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、その後、中間証明書を追加できません。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、証明書のケ池国を防ぐために中間証明書をアップロード

できます。

証明書に証明書チェーンが付属する場合、中間証明書とエンドユーザー証明書を1つのファイルにまとめ
る必要があります。順番は、中間証明書が最初で、エンドユーザー証明書が次です。2つの証明書は連続
していて、間にスペースはありません。

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。
システムは証明書が有効化どうか判定します。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。

•証明書ファイルの有効期間が切れました。

•公開鍵は 2048ビット以内です。

•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。

•システム中のすべてのホスト名 (DMZホスト名以外)、またはサイトおよび管理者URLを含むわけで
はありません。MDCシステムでは、グローバルサイト、ローカルサイト、管理 URLを含む必要が
あります。

ステップ 7 （任意） [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。
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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 [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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

SSL 証明書をエクスポート

Secure Socket Layer (SSL)証明書をダウンロードします。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [詳細オプション] > [SSL証明書のエクスポート]
を選択します。

証明書を開くか保存するオプションが表示されます。

ステップ 3 証明書ファイルを保存します。

これにより、Cisco WebEx Meeting Server CWMSエンドエントリー証明書を提供します。追加の中間的な
証明書をアップロードした場合、それらは含まれません。

次の作業

管理者とエンドユーザーが、サイトが信頼性のないことを警告するメッセージが表示されること

なく、管理および共通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、
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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。

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。

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っていることを確認しま

す。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [詳細オプション] > [SSL証明書のエクスポート]
を選択します。

ステップ 3 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 4 保存した証明書ファイルをメールに添付し、各認可されたユーザーの iOSメールアカウントに送信しま
す。

ステップ 5 ユーザーはモバイルデバイスで電子メールを開き、ファイルを保存し、証明書ファイルをモバイルデバイ

スにインストールします。

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) 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

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [詳細オプション] > [CSRのダウンロード]を選択
します。
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CSRと秘密鍵を含む CSR.zip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。

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）

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [詳細オプション] > [自己署名証明書の生成]を選
択します。

ステップ 3 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はサイト URLです。

MDCシステムで、ローカルサイトURLおよびグローバルサイトURL
から選択できます。

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。部

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
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説明オプション

国を選択します。Country

ステップ 4 [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。

証明書ファイルが生成され表示されます。

ステップ 5 [完了]を選択します。

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] >データセンター] > [詳細オプション] > [SSL証明書/秘密鍵のインポー
ト]を選択します。.
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。
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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。

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 （任意） [パスフレーズ]を入力します。
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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。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

SSO IdP 証明書をインポートする
マルチデータセンター (MDC)システム内の、単一認証要求による、プロバイダが開始したシング
ルサインオン (SSO)の場合、各データセンターからアイデンティティプロバイダ (IdP)へ証明書
をインポートする必要があります。(CiscoWebExMeeting Serverは秘密鍵を使用してアサーション
を解読することができません。)

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイドリリース 2.5    
245

証明書の管理



SMTP 証明書をインポートする
ローカルのコンピュータから CWMSシステムへ SMTP証明書をインポートします。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [データセンター] > [SMTP証明書] > ]証明書のインポート]を選択しま
す。

ステップ 3 [参照]を選択し、SMTP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 システムがメンテナンスモードでない場合、[続行]を選択し、メンテナンスモードに入ります。

ステップ 6 [完了]を選択して、証明書を送信します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

ステップ 8 [続行]を選択します。
システムが再起動されます。

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, （183ページ）を参照してください。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。
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マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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 nで [証明書のインポート]を選択します。
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。
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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。 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、次の CUCM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] > [続行]を選択します。
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、管理サイトに戻っ

てサインインします。

ユーザーセッションセキュリティの設定

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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

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)

ユーザーが任意の時点で開始できる (同じ種類の)ユーザーセッショ
ンの数を構成するか、または [無制限]を選択します。

同時ユーザーのセッション数

ユーザーが任意の時点で開始できる管理者セッションの最大数を構

成するか、または [無制限]を選択します。
同時管理者セッション
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説明オプション

ユーザーがサインインした IPアドレス、および失敗したサインイン
の試行回数を表示するには、このオプションを選択します。デフォ

ルト：選択。

重要なサインイン情報の表示

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
CWMSシステムは、業界標準のAssertionMarkup Language (SAML) 2.0プロトコルに基づいてシン
グルサインオン（SSO）システムに対応しています。

SSOを使うことで、クライアントのオンプレミス SSOシステムを活用し、CWMSシステムの管
理を簡素化することができます。またSSOなら、ユーザーは会社のログイン情報を使ってシステ
ムに安全にログイン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。ユーザーログイン証明書は会社のログイ

ン情報を保護するため、Ciscoに送信されません。

SSOを有効化すると、ユーザーログイン設定が上書きされます。 SSOを有効にする前に、あ
なたがユーザーに通知してください。

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

• 1組の公開鍵と秘密鍵、公開鍵を含むX.509証明書を生成し、証明書の管理, （235ページ）
で説明されている方法でアップロードします。

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, （203ページ）およびユーザーの編集,
（132ページ）をご覧ください。管理者はエンドユーザーでもありますが、管
理者は SSOを使用してサインインしません。管理者はこの製品に対する管理
者証明書を使用してサインインします。

（注）
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•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, （245ページ）を参照してください。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [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 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]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にサイン済み

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 (プロバイダ識別子)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。

カスタマー 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CiscoWebExエラーページを使用します。

カスタマー 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。

カスタマー 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アカウントが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。

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。

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
Cisco WebEx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 Cisco WebExシス
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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 Cisco WebEx SaaSのWBS27およびそれ以降、Cisco WebEx Meetings 1.2をサポート
しています。

（注）

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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 （任意） [ユーザーがWebEx生産性向上ツールから SaaS版WebExアカウントにサインインすることを
許可します]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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること
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があります。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。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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。
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• 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

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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。
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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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

各仮想マシンのスナップショットを撮ることを推奨します。 (VMware vCenterを使用してスナップショッ
トを撮る, （7ページ）を参照。)

すべてのアクティブなデータセンターで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。このデータセンターがマルチデータセンター (MDC)システム
の一部で、他のデータセンターがアクティブである場合、進行中のミーティングはアクティブなデータセ

ンターにフェイルオーバーします。これにより、アクティブなミーティング中に短い中断が発生すること

があります。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。

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バージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ
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ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

セキュリティサインイン警告メッセージのアップロード

ユーザーがサイトにサインインする前にセキュリティメッセージを読み、合意を承認する必要が

ある安全なサイトでは、警告メッセージを含むファイルをアップロードします。

サインイン警告メッセージを削除するには、セキュリティサインイン警告の構成,（260ページ）
に移動します。

はじめる前に

ユーザーがWebEx共通サイトまたは管理サイトにサインインする前に、表示される警告が含まれ
るテキストファイル (.txt)を作成します。テキストファイルは UTF-8文字と暗号化を利用する必
要があります。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [サインインの警告]を選択します。

ステップ 3 [参照]、およびアップロードするテキストファイルを選択します。

ステップ 4 [アップロード]を選択します。
ファイルがアップロードされ、サインインページにすぐ表示されます。

アプリケーション監査ログの構成

システム変更に関する監査情報をシステムに保存する必要がある場合、 [アプリケーション監査ロ
グ]設定を構成します。

ユーザーが監査者として構成されている場合、[アプリケーション監査ログ]オプションが表示さ
れ、監査者だけが構成できます。システムに監査者ロールを持つユーザーがいない場合、[アプリ
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ケーション監査ログ]オプションが表示され、管理者、SSO管理者、または LDAP管理者が構成
できます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定]、[セキュリティ]、[アプリケーション監査ログ]の順に選択します。

ステップ 3 [監査ログを有効化する]を選択してログを生成します。

ステップ 4 アプリケーション監査ログ情報をリモート syslogサーバーにログ記録する場合、[プライマリリモート
Syslogサーバー]のパラメータを入力します。
[リモート Syslog監査イベントレベル]メニューのイベントが重要度の順に整理されます。
a) システムによってアプリケーション監査情報のログをリモート syslogサーバーに記録することを希望
する場合、[IPv4アドレス]および [ポート番号]を入力します。

b) プロトコルを選択します。
c) [リモート Syslog監査イベントレベル]を選択します。
イベントレベルを選択するとき、前のレベルも選択されます。.たとえば、[エラー]イベントレベルを
選択する場合、システムはエラー、重大、アラート、緊急イベントをキャプチャします。

レベルはオペレーティングシステムのログとメッセージの重大性だけに影響影響を与えます。

緊急イベントレベルがデフォルトです。監査者ビューで、ログパーティションのアラームも表示され

ます。

ステップ 5 （任意） アプリケーション監査情報のログをセカンダリリモート syslogサーバーに保存する場合、セカ
ンダリリモート syslogサーバーのパラメータを入力します。

ステップ 6 （任意） 古いログファイルを消去するため、[ログ消去設定]で前のログアーカイブを消去する日を選択
し、[ログアーカイブを消去]を選択します。

ステップ 7 スライドバーを動かすことで、ログパーティション上で最低限必要な空き容量の割合を設定します。

サービスのログを記録するためのパラメータによって、ログパーティションにおける選択した空き容量の

割合を確実に確保します。デフォルトでは 20パーセントです。

監査者が [監査者]タブからこのウィンドウにアクセスするとき、ログパーティションアラームの構成が表
示されます。

ステップ 8 [選択した日数だけログアーカイブを保持]を設定します。
デフォルトでは 40日間です。

ステップ 9 [保存]を選択します。

次の作業

アラーム閾値の設定の詳細については、警告の表示と編集,（103ページ）を参照してください。
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セキュリティサインイン警告の構成

セキュリティサインイン警告は警告メッセージを、共通WebExサイト、管理用WebExサイト、
CLIサインインページに表示します。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 2 [設定] > [セキュリティ] > [サインインの警告]を選択します。

ステップ 3 メッセージを閲覧し、[アップロード]を選択するか、[メッセージを削除]を選択します。
メッセージがシステムに追加され、サインインページで表示されます。または、ファイルがシステムから

削除され、サインインページに表示されません。
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第 16 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, （177ページ）を参照してください。

システムが導入されたり、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。

重

要

• 月次レポートをダウンロードする, 261 ページ

• 月次レポートについて, 262 ページ

• カスタマイズした詳細レポートの生成, 264 ページ

• カスタム詳細レポートについて, 264 ページ

月次レポートをダウンロードする

PDF形式でマンスリーレポートを表示およびダウンロードできます。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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, （159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。

レポートはデータをデータベースから引き出します。帯域幅の消費が1Mbpsより低い場合、
監視モジュールは 0をデータベースに書き込みます。従って、レポート中の 0は、機能が
ネットワーク帯域場を多く使用していないことを意味します。

•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。
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•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。

•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を参照してください。ミーティングステータスの詳細は、ミーティン

グリストの表示, （106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。
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カスタマイズした詳細レポートの生成

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。

•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。

•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。

•件名 -主催者が設定したミーティングの名前。

•主催者名 -主催者名を指定。

•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 -主催者を含めた参加者の人数。

ゲストまたは主催者が 2回ミーティングに参加する場合、システムはゲスト
の重複した参加を、参加者カウントに追加しますが、主催者の場合は 1回の
参加としてカウントします。

（注）

•各ミーティングのステータス

•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。

•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CiscoWebExミーティングを開始したとき、主催者が使用
する IPアドレス。
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•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 -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)

•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: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,（159ページ）を参照してください。
（注）

•参加者レポート -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。
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◦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。

◦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。

◦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。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はそれぞれ、以下のフィールド
を含みます。

◦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 17 章

ライセンスの管理

• ライセンスの管理, 269 ページ

• 主催者ライセンスの再ホスト, 277 ページ

ライセンスの管理

1つのデータセンターを備えたシステムにはシステムライセンスが必要ありません。最初にこの
製品を展開する場合、主催者ライセンスを無制限に利用できる、180日間の試用期間が提供され
ます。無料の試用期間が終了した後、ミーティングを主催するすべてのユーザー全員のために、

永久的な主催者ライセンスを購入する必要があります。ミーティングをスケジュールする、また

は出席するが、いかなるミーティングも主催しないユーザーには、ライセンスは必要ありません。

複数のデータセンターによってサポートされるシステムを展開する場合、マルチデータセンター

(MDC)機能ライセンスを購入する必要があります。MDCライセンスの猶予期間または試用期間
はありません。MDCシステムのデータセンターに結合する前に、MDCライセンスはプライマリ
データセンターでホストされる必要があります。MDCシステムを展開するには、データセンター
を結合してマルチデータセンター (MDC)システムを作成, （281ページ）を参照してください。

MDC ライセンスについて
新しいマルチデータセンター (MDC)には試用期間がありません。MDC機能ライセンスはデータ
センターが結合される前に、システムサイズに対して購入します。MDCライセンスはプライマ
リデータセンターでホストされます。これはシステムを形成するために他のデータセンターと結

合するデータセンター、一般的には、ライセンスマネージャーを実行するデータセンターです。

既存のMDCシステムをアップグレードまたは拡張する場合、適切なバージョンおよびサイズの
ライセンスを 90日以内に購入する必要があります。

•永久的MDCライセンス—データセンターを 1つのMDCシステムに結合するために購入し
ます。

•猶予MDCライセンス—90日間に限り、必要なライセンスを購入する前に、MDCシステム
中のデータセンターをアップグレードまたは拡張できます。このシステムを修正後、大きな
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システムのためにMDCライセンスを購入するなど、ライセンスの問題を解決するのに、90
日の猶予があります。猶予MDCライセンスの期限が切れる前に、適切なサイズおよびパー
ティションのライセンスがインストールされない場合、LicenseManagerをホストしないデー
タセンターは無効になります。

•デモンストレーション用MDCライセンス—MDCシステム用の一時ライセンスサポート。
デモンストレーション用MDCライセンスの発行は、ベンダーによって、その都度決定され、
ライセンスの有効期間はライセンス発行時に決定されます。

MDCシステムを展開するには、データセンターを結合してマルチデータセンター (MDC)システ
ムを作成, （281ページ）を参照してください。

主催者ライセンスについて

本製品のホストベースライセンスは、ミーティングを主催する各ユーザーに対し購入する必要が

あります。または手動で割り当てられたライセンスです。ユーザーが他の人の代理で、ミーティ

ングに出席またはミーティングをスケジュールした場合、主催者ライセンスは消費されません。

報告目的で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)。

前のバージョンからバージョン 2.5以降にアップグレードするとき、元のシステムにあったす
べてのライセンスは、割り当てられていたユーザーから解放されます。ユーザーはミーティ

ングを主催するか、または手動でライセンスを割り当てることで、ライセンスを再取得できま

す。これはマルチデータセンター (MDC)システムをインストールする際にも当てはまります。
主催者ライセンスはMDCシステムと結合しているデータセンター上で失われます。これらの
ライセンスは、結合後にMDCシステムで再ホストできます。

（注）

[レポート]ページから、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、
ライセンス使用傾向を示すPDFサマリーレポートを確認することをお勧めします。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。

主催者ライセンスのタイプ

ミーティングを主催するには主催者ライセンスが必要です。ミーティングをスケジュール、また

は出席するのにライセンスは不要です。主催者ライセンスのタイプ:

•永久主催者ライセンス—ユーザーが初めてミーティングを主催するときに、ユーザーに割り
当てられたミーティングを、そのユーザーが主催することを可能にするために購入したイン

ストール済み主催者ライセンス。主催者ライセンスは管理者によって手動でユーザーに割り

当てられます。ユーザーはミーティングを主催するためにライセンスが割り当てられるのを

待つ必要はありません。 猶予ライセンスを持つユーザーがいて、永久主催者ライセンスが

利用可能になった場合、主催者を削除するか、または追加の永久主催者ライセンスを購入す

ることで、永久主催者ライセンスが猶予ライセンスを持つ主催者に割り当てられます。
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バージョン 2.5では、ユーザーは 1つより多くの永久主催者ライセンスを消費せず、同時に
2つまでのミーティングを主催できます。また、永久主催者ライセンスは、そのライセンス
を持つユーザーが非アクティブ化されたときにだけ、他の主催者が使用するために解放され

ます (しばらくミーティングを主催していない主催者のライセンスが解放されるバージョン
2.0とは対照的)。 誰かがミーティングの主催を試みた場合、

◦利用できるライセンスはありません。

◦主催者のライセンスは、ミーティングがスケジュールされてから、またはミーティング
主催者が非アクティブ化されてから期限切れになります。

エラーメッセージが表示され、ミーティングは開始できません。 (利用可能なライセンス数
を超過, （272ページ）を参照。)

•使用主催者ライセンス—試用期間にあるシステムに自動で割り当てられた、一時的な主催者
ライセンス。

•猶予主催者ライセンス—すべての永久ライセンスが消費された永久ライセンス環境におい
て、ミーティング主催者によって消費される一時的ライセンス。インストール済みのライセ

ンスが一時的に超過している場合、限られた数の猶予主催者ライセンスが、永久主催者ライ

センスを持つシステム (試用期間でないシステム)で一時的に利用できます。ライセンス超過
の警告が管理者に表示されます。このシナリオの一時的な猶予主催者ライセンスは、180
間、ユーザーに関連付けられます。永久主催者ライセンスが利用可能になるとき、永久主催

者ライセンスがユーザーと関連付けられ、猶予期間が解放されます。 180日後、ユーザーが
永久主催者ライセンスを取得していない場合、ユーザーはミーティングを主催できなくなり

ます。 (永久主催者ライセンスの数が超過したときのシステム動作に関する詳細は、利用可
能なライセンス数を超過, （272ページ）を参照してください。)

•デモンストレーション用ライセンス—ベンダーによって場合に応じて提供される、さまざま
な有効期間を備えた一時的な主催者ライセンス。 (主にテストに使用されます。)これらのラ
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。デモンスト

レーション用主催者ライセンスは、ユーザーに割り当てられているかどうかに関係なく期限

が切れます。

•ローカル主催者ライセンス—ローカルデータセンターで管理されるライセンス

•リモートホストライセンス—Active Directoryを使用して管理するライセンス

•期限切れ主催者ライセンス—割り当てられた期限が切れたため無効になった一時的な主催者
ライセンス。期限切れ主催者ライセンスを持つユーザーは、まだミーティングに出席でき

ず、他の人のためにミーティングをスケジュールできません。

ユーザーのライセンスステータス。

本セクションでは、ユーザーのステータスとホストライセンス集計方法の関係を説明します。

•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。主催者ライセンスはミーティング参加者によっ
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て消費されます。ユーザーはホストライセンスを消費することなく、他の人の代わりにミー

ティングをスケジュールすることもできます。

•ミーティング主催者 -ミーティングの予定を立てて出席し、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。ミーティングを主催す

ると、ライセンスを消費し、ライセンスは、ユーザーが非アクティブ化されるまで、その

ユーザーによって保持されます。ホストライセンスには複数の形式があります。 (ホストラ
イセンス形式に関する情報については、主催者ライセンスのタイプ,（270ページ）を参照し
てください。)

•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。ミー

ティングを主催するのに必要なライセンスは、ミーティングをスケジュールしたユーザーの

ステータスに対して検証されます。つまり、ミーティングをスケジュールしたユーザーは、

ユーザーがミーティングに出席しない場合でも、ミーティングの時点で有効なライセンスを

有している必要があります。

•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。バージョン 2.5から、ユーザーは 1つのライセンスを消費して、最大 2つのミーティン
グを同時に主催しできます。ユーザーは 2つより多くのミーティングを同時に主催できませ
ん。

利用可能なライセンス数を超過

無料の試用期間の間、いかなるサイズのシステムでも、利用可能なライセンス数は無限です。ラ

イセンスを購入してシステムにインストールしたら、システムの主催者全員にライセンスが足り

ているか確認します。

インストールされたライセンスを短期間だけ超過する場合、新しいホストが猶予ライセンスを取

得します (猶予ライセンスは主催者ライセンスのタイプ, （270ページ）で詳細に説明されていま
す。)

システム上のアクティブホスト数が、インストールされたライセンス数を超える場合、電子メー

ルが管理者に送信され、インストールされたライセンス数を超過したことと、追加のライセンス

を購入することを推奨する旨を伝えます。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。

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。主催
者の数がインストールした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。

アクティブホスト数がまだライセンス数を超過する場合、電子メールが毎月、管理者に送信され、

ライセンス超過状態がまだ存在する旨を伝えます。

バージョン 2.5から、ライセンスを持つユーザーはシステムを使い続けることができますが、ラ
イセンスの無いユーザーはミーティングを主催できません。ライセンスの無いユーザーがミー
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ティングをスケジュールする際に、利用できるライセンスが無い場合、ユーザーはライセンスが

無いためにミーティングを主催できないことを通知されます。

すべてのバージョンでは、管理サイトは利用し続けることができるため、管理者はサインインし、

ライセンスを追加でき、また、ミーティングを主催して録画にアクセスするユーザー権限を復元

できます。

ライセンスを取得する

システムの試用期間中、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

な永久主催者ライセンスの数を判断します。月別サマリーレポートは、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。主催者ライセ

ンスの統計は、過去 3か月間の主催者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。

マルチデータセンター (MDC)ライセンスに試用期間はありません。MDCシステムを作成する前
にMDCライセンスを取得する必要があります。MDCライセンスを最低 2つ購入する必要があり
ます。システム内の各データセンターに対し 1つです。 (すべてのライセンスは、LicenseManager
をホストするデータセンター上にインストールされます。)

以下によって、主催者またはMDCライセンスを取得します。

• eFulfillmentを使用 (eFulfilmentによるライセンスのフルフィル, （275ページ）を参照)

•ファイルベースのフルフィルメントを使用 (LicenseManagerを使用したライセンスのフルフィ
ル, （274ページ）を参照)

•ライセンスを注文するために TACへ連絡しケースを開封（TACへの連絡によるライセンス
のフルフィル, （277ページ）を参照）

ライセンスの管理の詳細については、『ライセンスの管理, （269ページ）Cisco WebEx Meetings
Server管理ガイド』の「」セクションを参照してください。

ライセンスマネージャ接続

ライセンスを購入時、購入者は、埋め込み式のライセンスマネージャーツールを使用してPAKを
入力してライセンスを登録します。ライセンスマネージャーは毎月 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。ライセンスマネージャーに接

続せずに 2日間が経過すると、ライセンスマネージャー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。ライセンスマネージャに再接続するまで、180日間の猶予期間
が与えられます。

毎月月末にシステムがライセンスマネージャー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か月間の猶予期間が終了する前にシステムがライセ
ンスマネージャーに再接続されると、この状態が終了します。
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システムが180日以内にライセンスマネージャに再接続しない場合、システムはメンテナンスモー
ドに設定され、問題が解決するまで有効にできません。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。システムがメンテナンスモードになると、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、システムがライセ

ンスマネージャー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。

License Manager を使用したライセンスのフルフィル

営業担当に連絡し、システムの主催者およびマルチデータセンター (MDC)ライセンスを注文しま
す。

はじめる前に

[レビュー]タブが表示されます。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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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。ブラ
ウザは、ライセンスマネージャーを含む、新しいタブまたはウィンドウを開きます。

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 フィールドにハイライト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アカウントにログインして、[製品ライセンス登録]を表示します。

ステップ 8 Cisco販売担当者から受け取った製品認証キー（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]ページまたは [SKUをデバイスに割り当てる]タブが表示されます。

ステップ 9 [割り当てる数]フィールドに、アクティブ化する各 PAKのライセンスの数を入力します。

ステップ 10 生成してコピーしたライセンス要求の中身を [貼り付け先]フィールドに貼り付け、[次へ]を選択します。
[レビュー]タブが表示さ

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 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 13 [ライセンス取得]を選択します。
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[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 14 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 15 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 16 [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 LicenseManager（PLM）を含むウィンドウを「開きます。

ステップ 17 を選択他の履行オプションメニュー内のライセンスをファイルから履行

ステップ 18 [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 19 [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 20 [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

Ciscoの営業担当に連絡し、システムの主催者およびマルチデータセンター (MDC)ライセンスを
注文します。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, （274ページ）を参照)、TACに連絡してライセンスの注文のケー
スをオープンしてもらってください (TACへの連絡によるライセンスのフルフィル,（277ページ）
を参照)。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。
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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 CiscoWebExMeetings Serverに埋め込まれたライセンスマネージャーを含む
ウィンドウを開きます。 (ライセンスマネージャー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。
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。
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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。

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

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、希望する主催者およびマルチデータセンター (MDC)ライセンスの数を要求します。
当社は、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。

主催者ライセンスの再ホスト

再ホストによって、MDCシステムに結合され、アップグレードされ、拡張され、または交換され
るシステム上の主催者ライセンスを、一定の期間、残存システムに移動します。ライセンスが再

ホストされない場合、アップグレードできません。たとえば、システムがバージョン 1.5MR3か
らバージョン 2.0にアップグレードするとき、元々 1.5MR3システムでホストされていた主催者
ライセンスは、2.0バージョンに対し有効なライセンスによって置き換えられるまで180日間、2.0
システムで再ホストされます。 2.0システムで実行する 1.5主催者ライセンスが 180日以内に置き
換えられない場合、システムはライセンスの問題が解決するまでシャットダウンします。 (可能な
唯一のタスクは、主催者ライセンスをシステムに追加することです。システムを大きく変更した

後のライセンスの再ホスト, （278ページ）を参照してください。）

元のシステムがライセンスなし、またはライセンス試用期間内に動作していた場合、残りの主催

者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。

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
ジで [連絡先]を選択します。https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart [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。
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•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）

システムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト

アップグレードまたは拡張などのアクションの結果、システムが修正された、テストが完了した

ら、次のステップは、ライセンスの再ホストです。

マルチデータセンター (MDC)システムがあり、システムが拡張された場合、より大きなMDCラ
イセンスを購入する必要があります。アップグレードされた場合、MDCライセンスをアップグ
レードするまで 90日間の猶予があります。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、システムの修正中に発生したエラーが原因で、

元のシステムにライセンスを再ホストする必要がある場合に備えて、ライセンスリクエストを保

持してください。

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。

元のシステムに主催者ライセンスがある場合、変更されたシステムではアップグレードされた主

催者ライセンスが必要になるまでに 180日の期間があり、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。ライセンスが再ホストされたら、試用期間は終了します。再ホストは、http://
tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Homeで製品ライセンスの登録ポータルを使用することで可能で
す。 (GLOリクエストフォームのアクセス, （277ページ）を参照してください。)

ライセンス要求を生成します。

元のシステムのライセンスリクエストを取得します。

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]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 [他の履行オプション] > [ライセンス要求の生成]を選択します。

ステップ 4 コンテンツをコピーし、ライセンス要求を PC上のファイルに保存します。

次の作業

ライセンスを登録します。手順については、「再ホストされたライセンスの登録,（279ページ）」
を参照してください。
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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使用するには、https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
にログインします。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、アップグレードしたシステムにあるライセンスの古い

バージョンを再ホストして (システムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト,（278ページ）
を参照)、アップグレード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。メッセージには、有効期限が含まれま

す。有効期限前に主催者ライセンスをアップグレードしない場合、システムはシャットダウンし

ます。有効期限後にできるタスクは、ライセンスをインストールすることだけです。

次の作業

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。詳細については、LicenseManagerを使用した
ライセンスのフルフィル, （274ページ）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

ソフトウェアを変更後、インストールされた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、システムを大きく変更した後のライセンスの

再ホスト,（278ページ）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。

ユーザーとライセンスの関連付けが削除されます。ユーザーは初めてミーティングを主催すると

き、ライセンスに関連付けられます。

eFulfilmentを使用してインストールした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）

ライセンスファイルからインストールされたライセンスのバージョンをアップグレードする方法:
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1 cisco.com/go/licenseを使用してベンダー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。

ライセンスをアップデートします。
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第 18 章

データセンターを結合してマルチデータセ

ンター (MDC) システムを作成

• データセンターを結合してマルチデータセンター (MDC)システムを作成, 281 ページ

データセンターを結合してマルチデータセンター (MDC) システムを作
成

マルチデータセンターについて

マルチデータセンター (MDC)ライセンス機能はバージョン 2.5以降で利用できます。バージョン
2.5では、CWMSシステムは 1つのMDCシステムに結合できます。MDCシステム中の各CWMS
データセンターに対し、1つのライセンスを購入する必要があります。MDCライセンスはMDC
を展開しようとする前に購入する必要がありあす。 1つのデータセンターを備えたシステムには
機能ライセンスが必要ありません。MDCライセンスはMDCライセンスについて,（269ページ）
で詳細に説明されています。

マルチデータセンターシステムの利点:

• 1つのURLおよび 1組の電話番号を使用することで、すべてのデータセンターへのユーザー
アクセスを終了します。MDCの存在はエンドユーザーに透過的です。

•主催者ライセンス、録画、関連する管理データは結合したデータセンター間で自由に移動し
ます。

•ユーザーは地理的な制限を受けることなくミーティングにダイヤルできます。ローカルの電
話番号をダイヤルすることでミーティングに出席します。

•データセンターは (任意で)さまざまな場所に置けます。

•データセンターがさまざまな CWMS 2.5アップデートバージョンを実行できるとき、一部の
計画されたメンテナンスイベント中のダウンタイムはゼロです。 http://www.cisco.com/c/en/us/
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support/conferencing/webex-meetings-server/products-release-notes-list.htmlでリリースノートを参
照して、どの CWMSバージョンが同時に実行できるか判定します。

MDCシステムのデータセンターは、さまざまなアップデートバージョンで実行できる場合
があります。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.htmlでリリースノートを参照して、どのCWMSバージョンが同時に
実行できるか判定します。

•ユーザーに透過的な災害復旧環境。 1つのデータセンターがある理由で故障した場合、他の
データセンターがユーザーをサポートします。

MDC環境において、すべてのデータセンターは、システム中のデータセンターを結合するため、
CWMSを実行し、ピアと見なされますが、データセンター間の関係はプライマリおよびセカン
ダリと見なされます。プライマリデータセンターは結合前に、保持したいシステムをサポートし

ます。セカンダリデータセンターはMDCシステムの一部になります。アクティブにユーザーを
サポートするデータセンターを結合する場合は特に、区別が重要です。

データセンターがMDCシステムに追加されても、容量は増加しません。 2000ポートのデー
タセンターによってサポートされるMDCシステムに、2000ポートのデータセンターが追加さ
れた場合、システムは 2000ポートMDCになります。

（注）

MDCシステムへのユーザーデータが無い、新しく作成されたセカンダリ CWMSシステムのデー
タセンターを結合する場合、データセンター参加リクエストを受信するようにMDCシステムを
準備, （285ページ）に続きます。

MDCシステムへのユーザーデータを含む、アクティブなセカンダリ CWMSシステムのデータセ
ンターを結合する場合、MDCシステムにActiveCWMSデータセンターを結合する準備,（282ペー
ジ）に続きます。

MDC システムに Active CWMS データセンターを結合する準備
稼働中のセカンダリ CWMSシステムデータセンターをユーザーに結合するとき、マルチデータ
センター (MDC)に結合されるときに失われるユーザーデータを取得、またはこれによって構成さ
れます。単一データセンター環境では、1つの CWMSデータセンターがユーザーコミュニティ
にサービスを提供します。MDCシステムを希望する場合、通常は新しい CWMSデータセンター
が作成され、そのデータセンターが稼働する前に、MDCシステムに結合されます。そのため、
ユーザー情報、ライセンス、または、結合中に何がセカンダリデータセンターになるかに関して

保存する構成情報がありません。ただし、2つのアクティブデータセンターに結合している場合、
ユーザーのコンテンツは上書きされるか、またはアクセスできません。

•すべてのグローバルデータが上書きされます。 (データセンターのローカルな構成パラメー
タは保存されます。)

•セカンダリデータセンター上のユーザー情報、スケジュールされたミーティング、レポー
ト、および関連する電子メールは削除されます。
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•ミーティングの録画にユーザーがアクセスすることはできません。録画は NAS上で残りま
すが、ユーザーがアクセスしたり復元したりできません。 (MDCシステムを結合する前に録
画を保存, （284ページ）を参照。)

•主催者ライセンスは無くなりますが、セカンダリデータセンターでホストされる永久主催者
ライセンスは、MDCシステム上で再ホストすることで復元できます。 (プライマリデータセ
ンターがシステムから削除される場合、ライセンスは他のデータセンターで再ホストされま

す。

プライマリデータセンターが何らかの理由でオフラインになる場合、主催者ライセンスを修

正する前に、オンラインに戻す必要があります。管理データセンターが復元できない場合、

残存データセンターが 180日間猶予モードになります。復元するには、永久主催者ライセン
スは猶予期間が終了する前に、再ホストする必要があります。(主催者ライセンスの再ホス
ト, （277ページ）を参照。)猶予期間が終了する前に、ライセンスが再ホストされる場合、
システムはライセンスが再ホストされるまでメンテナンスモードになります。

•アクティブなセカンダリデータセンター上におけるユーザーとホスト間のライセンスの関連
付けは、データセンターが結合されるときに失われます。アクティブなセカンダリデータセ

ンター上でホストされたユーザーは、結合したシステム上でミーティングを主催するだけ

で、ライセンスを復元できます。または、管理者はライセンスを管理するデータセンターか

らホストライセンスを手動で割り当てられます。

セカンダリデータセンター上の以下の情報は、結合後に保持されます。

• Cisco Unified Call Manager (CUCM)など、システム特異的な構成。

• IVR言語設定などの言語設定。

•音声の設定

•ブラストダイヤル情報。

結合前にセカンダリデータセンター上の CWMS データを保護

MDCシステムに結合するセカンダリデータセンター上の CWMSデータは上書きされるか、また
はアクセス不可になります。使用されたことが無い CWMSデータセンターを結合する場合、保
存するべき重要なデータが無いため、データセンター参加リクエストを受信するようにMDCシ
ステムを準備, （285ページ）に進みます。それ以外の場合、重要データの保存を検討します。

セカンダリデータセンターがMDCシステムを結合するとき、そのデータセンターは以下を失い
ます。

•ユーザー-ホスト間のライセンスの関連付け

•主催者ライセンス (MDCシステム上に再ホストすることで復元可能システムを大きく変更し
た後のライセンスの再ホスト, （278ページ）)

•スケジュールされたミーティングs (MDCシステム上に手動で再スケジュールする必要があ
ります)

•以下の方法で保存できるミーティング録画
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◦ユーザーに対し、録画をローカルにダウンロードし保持するように指示します。

◦システム管理者が取得するようにアーカイブ化します。

◦上記の両方。(推奨)

ミーティング録画は NFS上に残るため、失われません。CWMSからユーザーがアクセスす
ることはできません。

MDC システムを結合する前に録画を保存

[NFS:/nbr]ディレクトリの下には [Recording]、[nfskeepalive]、[Snapshot]ディレクトリがありま
す。ファイルをアーカイブするには、NFS1:/nbr/1/*を NFS2:/nbr/1にコピーします。

この手順は一例です。システムによってプロセスは異なる場合があります。（注）

ステップの例として、NFSがDC1にあり、 sanjose-nfs:/cisco/cwmsという名前で、NFSがDC2
にあり、rtp-nfs:/cisco/cwmsという名前であることを想定します。

はじめる前に

• NFSに対するルートアクセスがあるLinuxマシンにアクセスします。(Redhat、CentOSなど、
いかなるフレーバーでも可能です。)

• NFSにマウントのための IPを基にしたフィルタリングまたはアクセス制御がある場合、Linux
ホスト IPをアクセスリストに追加します。

ステップ 1 cd/tmp

ステップ 2 DC1の NFSをマウントするのに使用する新しい一時ディレクトリ、mkdir nfs-dc1を作成します。

ステップ 3 DC2の NFSをマウントするのに使用する新しい一時ディレクトリ、mkdir nfs-dc2を作成します。

ステップ 4 DC1 NFSを /tmp/nfs-dc1にマウント: mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

ステップ 5 DC2NFSを /tmp/nfs-dc2にマウント: mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/

ステップ 6 録画の同期 : rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2

ステップ 7 DC1 NFSのマウント解除: umount nfs-dc1

ステップ 8 DC2 NFSのマウント解除: umount nfs-dc2

ステップ 9 DC1 NFS一時マウントディレクトリ : rm -r nfs-dc1

ステップ 10 DC2 NFS一時マウントディレクトリ : rm -r nfs-dc2
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データセンター参加リクエストを受信するように MDC システムを準備
データセンターは単一のシステムとして結合および管理できます。この手順は、セカンダリデー

タセンターから結合要求を受信するように、すでにシステムにサービスを提供しているプライマ

リデータセンターを準備する方法を説明します。

はじめる前に

以下は、システムに対するデータセンターの結合が成功したことを確認するために、システム管

理者が記入する必要のあるタスクリストです。

1 すべてのデータセンターが同じ CWMSソフトウェアバージョンを実行していることを確認し
てください。

2 すべてのデータセンターが同じソフトウェアタイプを実行していることを確認します。たとえ

ば、すべてのデータセンターが Audio Encrypted -AEまたは Audio Unencrypted -AUであること
を確認します。

3 すべてのデータセンターのシステムサイズが同一であることを確認します。

4 Network Time Protocol (NTP)はすべてのデータセンターに必要で、すべてのデータセンターは
同一の NTPタイムにある必要があります。

5 すべての仮想マシンの主催者は NTPサーバーで構成される必要があります。
6 NTPサーバーは仮想マシンホストから到達可能である必要があります。 (DNSまたはファイア
ウォールが NTPを通さない場合、または誤った NTPサーバーが構成された場合、エラーが発
生します。)

7 マルチデータセンター (MDC)ライセンス (twominimum)を、ライセンスマネージャーが稼働し
ているプライマリデータセンターにインストールします。

8 すべてのデータセンターには有効化または無効化された Internet Reverse Proxy (IRP)がありま
す。不一致があってはいけませんが、結合後、データセンターで IRPを追加または削除でき
ます。

9 高可用性 (HA)が稼働しているデータセンターはありません。(高可用性システムを削除, （68
ページ）を参照。)

10 ストレージが両方のデータセンターで構成されているか、両方のデータセンターで構成されて
いないことを確認します。ストレージが構成されている場合、データセンターは異なるサー

バー、最低でも異なるフォルダにあるストレージを使用している必要があります。

11 すべてのデータセンターが同一の認証モードを使用していることを確認します。認証モードに
は、LDAP、SSO、またはデフォルトモードがあります。

12 DNSにすべてのローカル URL、すべての共通 URL、すべてのホスト名に対するエントリーが
あることを確認します。管理用共通 URLは、結合を実行する際に、1つの IPアドレスにだけ
関連付けられる必要があります。WebEx共通URLは、結合を実行する際に、1つの IPアドレ
スにだけ関連付けられる必要があります。データセンターがシステムに結合された後、共通

URLは 2つの IPアドレスを返却する必要があります。
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13 両方のデータセンター上の CUCMトランスポートが同一のプロトコルを使用することを確認
します。トランスポートプロトコルには、TCP、UDP、TLSがあります。

ステップ 1 セカンダリシステムのユーザーに結合を通知します。セカンダリデータセンターがアクティブなシステム

の一部でない場合、このステップをとばしてください。データセンターがアクティブなシステムをサポー

トする場合、MDCシステムにActiveCWMSデータセンターを結合する準備, （282ページ）を参照してく
ださい。

セカンダリデータセンター上のユーザーデータ、スケジュールされたミーティング、ミーティング録画へ

のアクセスは、結合の結果失われます。結合リクエストをセカンダリデータセンターから送信する前に、

ユーザーに対し、ミーティング録画を保存したいかどうか、および、録画をローカル PCにダウンロード
する必要がある旨の通知を送信することを推奨します。

ステップ 2 [データセンター] > [データセンターを追加] > [参加のためにシステムを準備]を選択します。.

ステップ 3 参加:

•ローカルサイト URL—ユーザーがミーティングをスケジュール、出席、または主催する際に利用す
るユーザーサイト URL。

•共通管理 URL—システムのプライベート VIPアドレスを解決するシステム管理 URL。

•リモート管理電子メール—システムが情報とアラートを送信する送信先の電子メールアドレス。

•ローカルデータセンター名—ローカルシステム上のセカンダリデータセンターを識別します。

ステップ 4 システムを結合するのに使用する証明書をダウンロードします。

プライマリデータセンターからの証明書は、結合前にセカンダリデータセンターにアップグレードする必

要があります。証明書はシステムによって修正されるため、結合を実行するために、古い証明書を再使用

しようとしないことを推奨します。

Safariを使用する際、ダウンロードした証明書は CAcert.pem.txtとして保存されます。これは

Safariブラウザのデフォルト動作です。 .pem拡張子を復元するには (証明書をアップロードする
前)、.txt文字列を削除します。

（注）

ステップ 5 [完了]を選択します。

ステップ 6 セカンダリデータセンターにサインインし、そのデータセンターから結合リクエストを送信します。手順

については、「データセンターのMDCシステムへの結合, （286ページ）」を参照してください。

データセンターの MDC システムへの結合
結合要求はセカンダリデータセンターからプライマリデータセンターに送信されます (データを保
持し、結合後にミーティング録画にアクセスする CWMSマルチデータセンター (MDC)をサポー
トするデータセンター)。MDCはライセンスを備え、永久主催者ライセンスは通常、プライマリ
データセンターでホストされ管理されます。MDCシステムには試用期間がありません。MDCラ
イセンスは結合前にプライマリデータセンターへロードする必要があります。プライマリデータ
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センターに利用できるMDCライセンスがない場合、セカンダリデータセンターはシステムに結
合できません。

データセンターを結合するとき、プライマリデータセンター証明書がアップデートされます。

新しい証明書は自己署名され、自動的に再生され、新しい URLをセカンダリデータセンター
から選択します。これにより、プライマリデータセンターまたはMDC管理サイトにアクセス
するとき、ブラウザに証明書の警告が発生します。警告を受け入れ、標準手順に従ってシス

テム証明書のアップデートを行います。 (証明書の管理, （235ページ）を参照。)

（注）

英語以外の言語を四ようするデータセンターを結合するとき、タスクリストが英語で表示され

る際に、結合操作の間、常に短い期間があります。結合中、エラーメッセージが複数の言語

で表示されることがあります。(次のページの残りのテキストは元の言語で表示されます。)

[データベース表の同期]タスクを起動するときの、期待されるタスクリスト言語の動作:

（注）

•管理者アカウントが、同一の言語設定を備えたプライマリおよびセカンダリデータセン
ターでホストされる場合、タスクリストは [データベース表の同期]タスクの間、英語で
表示されます。表が同期された後、タスク名は管理者の言語に戻ります。

•管理者アカウントが、結合後に残るプライマリデータセンターでホストされ、プライマ
リデータセンター上の管理者アカウントとは異なる言語に設定されているセカンダリデー

タセンターで他の管理者アカウントがある場合、タスクリストはデータベース表が同期

されている間、英語で表示されます。同期後、タスクリストは管理者がプライマリデー

タセンターで設定した言語に切り替わります。

•管理者アカウントが、システムを結合するセカンダリデータセンターだけでホストされ、
管理者が結合後に残るプライマリデータセンターのアカウントを持たない場合、タスク

リストはデータベースの同期中、英語で表示されます。システムが同期を完了すると、

それ以上の言語変更、および [完了]ボタンが無くなります。続行するには、管理者はセ
カンダリデータセンターのローカル管理URLを使用することで現在のブラウザウィンド
ウを閉じ、新しいウィンドウを開き、プライマリデータセンターの管理者アカウントを

使用することでサインインし、[データセンター] > [データセンターを追加]を選択し、ス
テータスを確認します。

はじめる前に

Network Time Protocol (NTP)は以下のように構成する必要があります。

• NTPはすべてのデータセンターに必要で、すべてのデータセンターは同一の NTPタイムに
ある必要があります。

•すべての仮想マシンの主催者は NTPサーバーで構成される必要があります。

• NTPサーバーは仮想マシンホストから到達可能である必要があります。 (DNSまたはファイ
アウォールが NTPを通さない場合、または誤った NTPサーバーが構成された場合、エラー
が発生します。)
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このデータセンターがアクティブなシステムをサポートする場合、このデータセンターでサポー

トされる主催者ライセンスは削除されます。これらの主催者ライセンスは、LicenseManagerをホ
ストするデータセンターで再ホストできます。 (主催者ライセンスの再ホスト, （277ページ）を
参照します。)後にライセンスを探すために TACからの支援が必要になる場合に備えて、結合を
開始する前に、このデータセンターからのライセンス要求を保存することを推奨します。

ステップ 1 セカンダリデータセンターからMDCシステムに参加する要求を送信するには、[データセンター] > [デー
タセンターを追加] > [システムに参加]を選択します。

ステップ 2 参加:

•リモートシステム証明書—プライマリデータセンターの 1つに一致する証明書。

Safariを使用する際、ダウンロードした証明書は CAcert.pem.txtとして保存されます。こ

れは Safariブラウザのデフォルト動作です。 .pem拡張子を復元するには (証明書をアップ
ロードする前)、.txt文字列を削除します。

（注）

•リモート共通管理 URL—セカンダリシステムのプライベート VIPアドレスを解決するシステム管理
URL。

•リモート管理電子メール—システムが情報とアラートを送信する送信先の電子メールアドレス。

•リオート管理者パスワード—管理者がセカンダリシステムへアクセスすることを可能にするパスワー
ド。

•ローカルデータセンター名—ローカルシステム上のセカンダリデータセンターを識別する文字列。

ステップ 3 [続行]を選択します。
データセンター結合タスクリストが表示されます。

[データベース表の同期]タスクの間、セカンダリデータセンター内のすべてのユーザーは削除
され、プライマリデータセンターにリストされるユーザーはセカンダリデータセンターに複製

されます。システムは管理者の言語を取得できず (DC2にはユーザーがいないため)、インター
フェースはデフォルトでは英語で表示されます。

セカンダリデータセンターの管理者がプライマリデータセンターにも存在する場合、管理者が

カンダリデータセンターにサインインした後、システムは管理者の言語を表示します (プライマ
リデータセンターでその管理者に構成された言語がセカンダリデータセンターで構成されてい

る言語と異っていない場合)。

セカンダリデータセンターの管理者がプライマリデータセンターにも存在する場合 (またはデー
タベースの同期化でエラーがある場合)、システムは英語で表示されます。

（注）

ステップ 4 MDCシステム中のすべてのデータセンターでメンテナンスモードを終了します。

次の作業

ポインタの DNSサーバーへの追加

•共通サイト URL—各データセンターに対するパブリック VIPアドレス
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•共通管理 URL—各データセンターに対するプライベート VIPアドレス

•ローカルサイト URL (データセンター)—データセンターのパブリック VIPアドレス

•ローカルサイト URL (他のデータセンター)—データセンターのパブリック VIPアドレス

•ローカル管理サイト URL (データセンター)—データセンターのプライベート VIPアドレス

•ローカル管理サイトURL (他のデータセンター)—データセンターのプライベートVIPアドレ
ス

音声アクセス番号とサービス言語の変更

プライマリデータセンターで構成される音声アクセス番号とサービス言語は、グローバルアクセ

ス番号およびサービス言語として構成され、元のアクセス番号とサービス言語構成を複製します。

必要な場合、グローバル構成に移動し、アクセス番号とサービス言語を適切に調整します。 (音声
設定を設定する, （186ページ）を参照。)

マルチデータセンター環境での災害復旧

ハードウェアまたはデータセンターの問題によって 1つのデータセンターで障害が発生したマル
チデータセンター (MDC)環境では、新しいデータセンターを作成して、そのデータセンターをシ
ステムに結合することで、データセンターを置き換えることを推奨します。 (ストレージサーバー
を利用した災害復旧, （162ページ）を参照。)

ステップ 1 残存のデータセンターの管理サイトへサインインします。

ステップ 2 障害が発生したデータセンターをシステムから削除します。

(データセンターの削除, （290ページ）を参照。)

ステップ 3 新しいデータセンターを作成し、障害が発生したデータセンターを置き換えます。

代替データセンターのバージョンは残存のデータセンターのバージョンと一致している必要があります。

ステップ 4 CUCM、SNMPなど、ローカル構成を完了し、障害が発生したデータセンターと一致させます。

ステップ 5 システム内にある残存のデータセンターが結合リクエストを受信するように準備します。

(データセンター参加リクエストを受信するようにMDCシステムを準備, （285ページ）を参照。)

ステップ 6 新しいデータセンターをシステムに結合します。

(データセンターのMDCシステムへの結合, （286ページ）を参照。)

残存データセンターからのデータは新しいデータセンターで複製されます。

ステップ 7 新しいURLと IPアドレス情報を持つ DNSをアップデートします。
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データセンターの削除

データセンターがマルチデータセンター (MDC)システムから削除されると、すべての CWMS設
定が削除されます。削除されたデータセンターに適用されるパラメータは残存のデータセンター

から削除されます。

マルチデータセンター (MDC)環境では、License Managerは 1つのデータセンターだけで稼働
します。複数のデータセンターでは稼働できません。 License Managerをホストするデータセ
ンターを削除する場合、他のデータセンターで License Managerを構成しライセンスを再ホス
トするのに 90日間の猶予があります。 (再ホストされたライセンスの登録, （279ページ）を
参照。)

（注）

はじめる前に

削除するシステムとデータセンターのバックアップを作成します。

すべての DNSと Communications Managerエントリーを削除します。

ステップ 1 削除するデータセンターの仮想マシンを電源オフします。

ステップ 2 管理サイトにサインインします。

マルチデータセンターシステムで、DNSはどのデータセンターダッシュボードが表示されるか決定しま
す。すべてのデータセンターはこのダッシュボードから管理できます。

ステップ 3 [データセンター]を選択します。.
[データセンター]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 （任意） データセンターに到達できないことを確認します。

これを手動で確認するか、またはデータセンターの削除プロセスを開始して CWMSに可用性をチェック
させることができます。データセンターの接続を確認できる場合、削除プロセスは続行せず、エラーメッ

セージが表示されます。

ステップ 5 データセンターをMDCシステムから削除する要求を送信するには、[アクション]列の [削除]を選択しま
す。

削除するデータセンターが License Managerをホストしている場合、警告が表示されます。 DNSの変更が
必要であるという警告も表示されます。

プライマリデータセンターがメンテナンスモードになり、アクションの進行を示す [データセンターの削
除]が表示されます。

ステップ 6 [続行]を選択します。

ステップ 7 すべてのタスクが緑色のとき、[完了]を選択します。.
データセンターが削除され、[データセンター]ウィンドウに戻ります。

ステップ 8 データセンターが削除されたことを確認します。
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システムアクセスの URLが変更し、システムはグローバル URLだけを保持します。

ステップ 9 削除されたデータセンターの DNSエントリーをすべて削除し、残存データセンターのパブリックおよび
プライベート仮想 IPアドレスをグローバル URLにマッピングします。

ステップ 10 メンテナンスモードをオフにするバージョン 2.5以降でメンテナンスモードの切り替えを参照してくださ
い。

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。 このデータセンターがマルチデータセ

ンター (MDC)システムの一部である場合、管理者はグローバル管理URLにリダイレクトされます。管理
者が見るデータセンターは、DNS解決ポリシーによって決定されます。 [キー生成]が有効化されている
場合、1つのデータセンターでメンテナンスモードを終了すると、システムのすべてのデータセンターで
メンテナンスモードが終了します。

このデータセンター上でユーザーに対するミーティングサービスが復旧します。

ステップ 11 （任意） License Managerをホストするデータセンターを削除した場合、残存のデータセンターで License
Managerとライセンスを再ホストします。
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第 19 章

サポート機能の使用

• ログのカスタマイズ, 293 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, 295 ページ

• リモートサポートアカウントを無効にする, 295 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 40日間保持されます。しかし、Cisco WebEx Meetings Server 2.0.xを Release 2.5
にアップグレードした場合、Release 2.0.xのログデータは Cisco WebEx Meetings Server 2.5のシ
ステムに移行されず、Release 2.5へのアップグレード完了後は利用できなくなります。

（注）

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。ケースで割り
当てるとき、ケース IDは Cisco TACから入手でき
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40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。

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

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。
リモートサポートアカウントが無効になります。
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