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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
Cisco WebEx Meetings 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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システム概要
規約

• 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]、[ミーティングの傾向]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。
• 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、
ユーザーを管理する, （125 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, （
167 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, （211 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,
（319 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, （353 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 つの端末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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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。, 51 ページ
• 展開後にシステムを変更する, 63 ページ
• バージョン 2.5 以降用の高可用性システムの追加, 65 ページ
• システムの拡張, 73 ページ
• システムのアップデートについて, 79 ページ
• システムのアップグレード, 85 ページ
• システムのテスト, 95 ページ
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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
• スナップショットの削除, 9 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, 10 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、5.5、
または6.0（CWMS 2.6MR1 以降）。
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、5.5、
または6.0（CWMS 2.6MR1 以降）。
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、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。
• 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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重要

（注）

VMWare Tools for CWMS はシステム配備中に自動的にインストールされます。手動でアップ
グレードしてはいけません。 VMWare Tools についての詳細は、 docwiki.cisco.com/wiki/VMware_
Toolsを参照してください。

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。

ESXi ホストを設定して NTP サーバーを使用する
端末クロック同期に 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、VMware vSphere 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
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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、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186 ページ）を参照してください。
仮想マシンのスナップショットは、ある時点におけるシステムの写真であり、バックアップと同
じではありません。 パフォーマンス上の理由で、バックアップを使用し、仮想マシンが存在する
物理ドライブとは異なる保存場所に仮想マシンのバックアップを保持することを推奨します。 ス
ナップショットの詳細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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
（注）

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。

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)。 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。 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。
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
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
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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するか（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。 VMware Data Recovery (vSphere リリース 5.1 以降では VMware vSphere Data Protection)
を使用するか、各仮想マシンのスナップショットを撮ることで、システムをバックアップできま
す。 (VMware Data Recover/vSphere Data Protection は、vSphere Essentials Kit 以外の、VMware vSphere
に含まれています。)
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。
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。 VMware Data Recovery (vSphere
リリース 5.1 以降は VMware vSphere Data Protection) の詳細については、VMware vCenter を使用し
てバックアップを作成する, （6 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

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 4

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 5

スナップショットの名前を入力して、[OK] を選択します。
各仮想マシンのスナップショットには同じプレフィックスのラベル、例えば、「8月20日」など、を貼り付
けておくと、同じ時期に撮影したことが確認できます。

ステップ 6

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [キー生成] が
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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。
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。
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
• システムが正しく機能するかテストします。
• スナップショットを戻す必要がある場合は、各仮想マシンのスナップショットが同じ時間に
撮影されていることを確認します。 一致しないスナップショットでシステムの電源を入れる
と、データベースが破壊される場合があります。

スナップショットの削除
システムがアクティブ状態のときにスナップショットを削除すると、性能の問題が発生します。
システム性能が低下することを回避するには、スナップショットを削除する前にシステムをオフ
ラインにしてください。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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 2.0 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 ページ）ま
たはバージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 ページ）を参照します。
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, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

VMware vCenter で、データセンターの仮想マシンごとに、 [VM] > [電源] > [ゲストのシャットダウン]
の順に選択します。
vSphere の使用に関する詳細は、VMware ESXi および vCenter サーバーの説明書を参照してください。
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ステップ 4

すべての VM からスナップショットを削除するには、 を右クリックして、 [VM] > [スナップショット] t
> [スナップショットマネージャ] の順に選択します。

ステップ 5

スナップショットを選択し、[削除] を選択します。

ステップ 6

[はい] を選択してこのアクションを確認します。

ステップ 7

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

既存の VMDK ファイルを新しい仮想マシンに取り付ける
システムの拡張またはアップグレードを行う際に、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。 (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。)

注意

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。
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。
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) に移行します。
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（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。

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。
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

現在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

アップグレードした (拡張またはアップグレードしたシステムの) 管理用仮想マシンのストレージの場所を
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、アップデートした管理用
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) 新しい管理用仮想マシンのフォルダの内部で右クリックして、[貼り付け]を選択します。 貼り付けが
完了したら、両方のデータストアウィンドウを閉じます。
d) [ビュー > 在庫 > ホストとクラスタ] の順に選択して、ホストとクラスタの一覧を表示する v Center に
戻ります。
ステップ 12 VMware vCenter の在庫を探し、システム用の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。
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[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。
[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 [仮想端末ノード] 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 の最近のタスクペインにこの仮想マシンの再設定タスクを表示して、エラーがないことを
確認します。
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システム展開の一般コンセプト

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 ～ 1,000 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 [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（IRP）マシン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、2500 ～ 5000 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、
およびオプションのインターネットリバースプロキシ（IRP）マシンで構成されていま
す。
• 800 人の同時ユーザー (中システムと呼ばれます。)
◦ 通常、8000～16,000 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、
およびオプションのインターネットリバースプロキシ（IRP）マシンで構成されていま
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
（IRP）マシン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し出席するため
の安全な HTTP URL です。
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 です。
パブリック VIP—WebEx サイト URL の仮想 IP アドレス
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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。
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
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 1

データセンター 2

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
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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
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
管理者パスワード
Remote Access1
リモートアクセスのパスワード
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

アカウントがアクティブでなければリモートアクセスは有効ではありません。
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インストールのチェックリスト
制約事項

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。

ネットワークの変更
『Cisco WebEx Meetings Server プランニングガイド』を参照し、展開の該当するネットワークチェッ
クリストを選択します。 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端末
からミーティングを主催してアクセス可能かどうか。 （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許可することを推奨しています。）
• 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。
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。2000ユーザーのシステムでは常に手動展開が必要です
が、それ以外の場合には、当社は自動展開を選択することを推奨します。
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。
• 自動展開の際の必須情報, （17 ページ）
• 手動展開の際の必須情報, （36 ページ）

自動展開の際の必須情報
これはシステムに必要な情報です。
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（注）

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 をテストしてくだ
さい。 行わなかった場合、これらのエラーを修正するまでシステム展開が失敗する可能性が
あります。
プライマリシステムの完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、プライマリシステムのすべてのコン
ポーネントをアップ状態にするため、50 文字以下である必要があります。 FQDN が 50 文字よ
り長いと、MZM、CB、および WWP コンポーネントはダウン状態になります。 (FQDN はプ
ライマリシステムの名前で、ドメインを含めたものです。)
フィールド名

説明

システムの値

vCenter URL

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 ユーザー名 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 パスワード vCenter ユーザーのパスワード。
(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 ESXi ホスト。
（注）

この ESXi ホストは、vCenter URL と
同じ vCenter になければなりません。

ESXi ホスト
(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データストア。

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)

メディア仮想マシンのポートグループ。
（注）

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
推奨します。

仮想マシンポート
グループ
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フィールド名

説明

システムの値

(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 (すべて小文字)。

メディア仮想マシ
ンの FQDN。
(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。 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。

メディア仮想マシ
ンの IPv4 アドレス:
(パブリックアクセ インターネットリバースプロキシ仮想マシンの
スのみ)
ESXi ホスト。
（注）
管理用仮想マシンおよび他の内部の仮
ESXi 主催者
想マシンで選択したのとは異なる
ESXi ホストを選択することを推奨し
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。
(パブリックアクセ 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。
スのみ)
データストア
(パブリックアクセ 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。
スのみ)
仮想マシンポート
グループ

（注）

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。
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フィールド名

説明

(パブリックアクセ インターネットリバースプロキシ仮想マシンの
スのみ)
FQDN (すべて小文字)。
インターネットリ
バースプロキシの
FQDN
(パブリックアクセ インターネットリバースプロキシ仮想マシンの
スのみ)
IPv4 アドレス。 このインターネットリバース
インターネットリ 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。
バースプロキシ
IPv4 アドレス
(パブリックアクセ 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。
スのみ)
IPv4 ゲートウェイ
(パブリックアクセ 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。
スのみ)
IPv4 サブネットマ
スク
(パブリックアクセ インターネットリバースプロキシ仮想マシンの
スのみ)
DNS サーバー。
プライマリ DNS
サーバー IPv4 アド
レス
(パブリックアクセ （オプション）インターネットリバースプロキ
スのみ)
シ仮想マシンのその他の DNS サーバー。
セカンダリ DNS
サーバー IPv4 アド
レス
パブリック VIP

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）
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VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する

フィールド名
プライベートVIP

説明

システムの値

• 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
ユーザ専用、スプリットホライズン DNS
がある場合）。

WebEx サイトの
URL

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 HTTP URL（すべて小文字）を保護
します。

WebEx 管理 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。

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。）

（注）

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。

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。 VMware vSphere 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。
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VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する

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、システム展開の一般コンセプト, （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置く必要があります。 (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。
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VMware vSphere クライアントから OVA ファイルを展開する

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。
（注）
「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。
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
• ゲートウェイの 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。)
• 仮想マシン起動後の、インストール時に表示される言語
（注）

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。

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, （91 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。
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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, （24 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エントリを確認します。

重要

（注）

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

詳しい手順は、VMware vSphere の説明書を参照してください。

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。 仮想マシンは VLAN 上にあるため、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。
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展開の確認

（注）

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 または 2.6 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。

はじめる前に
管理者用仮想マシンを VMware vCenter から展開したことを確認してください。 参照 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 ファイルを再展開し、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。
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展開のタイプの選択

• 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。
• 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。
2000 ユーザーのシステムでは常に手動展開が必要ですが、それ以外の場合には、当社は[自動]を
選択することを推奨します。

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。
• マニュアル： 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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メディア仮想マシンの vCenter 設定を選択する

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。

（注）

ステップ 1

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。

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 アドレスを調べ、自動入力します。
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パブリックアクセスを追加する

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またはアップグレードできませ
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]のチェックを解除します。

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を追加する

• 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, （170 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、VMware vCenter
によって要求されるファイアウォールポートが開いていることを確認してください。 必要なファ
イアウォールポートの詳細については、『Cisco WebEx Meetings Server プランニングガイド』を参
照してください。

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にホスト名および IP アドレスを入力してい
た場合、[IPv4 アドレス]フィールドには自動的に値が入力されています。
• 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

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。

（注）

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。
• 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
管理者は、プライベート VIP アドレスにマップされる URL からシステムを構成、監視、維持管理
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（管理およびメディアの該当するもの）
と同じサブネット上にある必要があります。
• 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 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、内部ユーザに対してプライベート VIP
アドレスに名前解決されます。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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へのリンクを提供し
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。

（注）

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。

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。, （51 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。, （51 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, （58 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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システム展開の一般コンセプト
インストールのチェックリスト
制約事項

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。

ネットワークの変更
『Cisco WebEx Meetings Server プランニングガイド』を参照し、展開の該当するネットワークチェッ
クリストを選択します。 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端末
からミーティングを主催してアクセス可能かどうか。 （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許可することを推奨しています。）
• 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。
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。2000ユーザーのシステムでは常に手動展開が必要です
が、それ以外の場合には、当社は自動展開を選択することを推奨します。
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。
• 自動展開の際の必須情報, （17 ページ）
• 手動展開の際の必須情報, （36 ページ）

手動展開の際の必須情報
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 ユーザーシステムを展開する場合には、システムを主導で展開する必要があります。
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（注）

システムを展開する前に、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するからです。
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 をテストしてくだ
さい。 行わなかった場合、これらのエラーを修正するまでシステム展開が失敗する可能性が
あります。
プライマリシステムの完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、プライマリシステムのすべてのコン
ポーネントをアップ状態にするため、50 文字以下である必要があります。 FQDN が 50 文字よ
り長いと、MZM、CB、および WWP コンポーネントはダウン状態になります。 (FQDN はプ
ライマリシステムの名前で、ドメインを含めたものです。)
これはシステムに必要な情報です。
フィールド名

説明

パブリック VIP

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）

プライベートVIP

システムの値

• 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
ユーザ専用、スプリットホライズン DNS
がある場合）。

WebEx サイトの
URL

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 HTTP URL（すべて小文字）を保護
します。

WebEx 管理 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。

内部仮想マシンの
FQDN

システムサイズに基づき、これはメディアと
ウェブ仮想マシンの完全修飾ドメイン名(すべ
て小文字)になります。

(パブリックアクセ インターネットリバースプロキシ仮想マシンの
スのみ)
FQDN (すべて小文字) を入力して、パブリック
アクセスを追加します。
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。）

（注）

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。

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。 VMware vSphere 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、システム展開の一般コンセプト, （14 ページ）を参照してください。
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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置く必要があります。 (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。
（注）
「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。
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
• ゲートウェイの 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
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• 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。)
• 仮想マシン起動後の、インストール時に表示される言語
（注）

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。

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, （91 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, （24 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エントリを確認します。
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セットアップ用言語を選択する

重要

（注）

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

詳しい手順は、VMware vSphere の説明書を参照してください。

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。 仮想マシンは VLAN 上にあるため、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。

（注）

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 または 2.6 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。
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展開の確認

はじめる前に
管理者用仮想マシンを VMware vCenter から展開したことを確認してください。 参照 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 ファイルを再展開し、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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展開のタイプの選択

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。
2000 ユーザーのシステムでは常に手動展開が必要ですが、それ以外の場合には、当社は[自動]を
選択することを推奨します。

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。
• マニュアル： 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
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パブリックアクセスを追加する

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またはアップグレードできませ
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]のチェックを解除します。

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, （170 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、VMware vCenter
によって要求されるファイアウォールポートが開いていることを確認してください。 必要なファ
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パブリック VIP アドレスの入力

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にホスト名および IP アドレスを入力してい
た場合、[IPv4 アドレス]フィールドには自動的に値が入力されています。
• 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。
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プライベート VIP アドレスの入力

• 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。

（注）

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。
• 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
管理者は、プライベート VIP アドレスにマップされる URL からシステムを構成、監視、維持管理
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（管理およびメディアの該当するもの）
と同じサブネット上にある必要があります。
• 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、外部ユーザに対してパブリック VIP ア
ドレスに名前解決されます。
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WebEx サイト および WebEx 管理のURL

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

（注）

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。

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。

（注）

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。

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
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WebEx 共通サイト URL および管理サイト URL の入力

• 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。

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へのリンクを提供し
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。
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仮想マシンを展開する

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、展開した各仮想マシンをシステムに接続することを
試みます。

（注）

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。

ステップ 1

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

ステップ 2

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

ステップ 3

これらすべての仮想マシンの電源を入れて、すべて正常に電源が入ることを確認します。 [仮想マシン検
出] を選択します。
これらの仮想マシンとの接続を確立します。 これには数分かかります。

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。
（注）

[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。

• 1 つまたは複数の仮想マシンに他の問題がある場合、VMware vCenter 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。
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システムのチェック

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。, （51 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。, （51 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, （58 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。, 51 ページ
• タイムゾーン、言語、ロケールの設定, 58 ページ
• 管理者アカウントを作成する, 58 ページ
• システムテストについて, 60 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, （145 ページ）を参照。)
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。

重要

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。
パスワードに ^、&、*、()、_、+、または /\ といった特殊文字が使用されていると、CWMS は
Exchange との接続を確立することはできません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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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)。
（注）

ステップ 7

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。

（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2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
ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティベート, （153 ページ）、ユーザーを追
加する, （145 ページ） および ユーザーの編集, （146 ページ）を参照してください。

メールテンプレート
電子メールテンプレートのリスト:
• すべての管理者 - ウェルカム電子メール
• パスワード忘れ - パスワードのリセット-管理者
• パスワード忘れ - パスワードの変更-管理者
• Import finished
• インポートが中断されました。
• Export finished
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• エクスポートが中断されました。
• Orion サイトの URL が変更されました-管理者
• Orion 管理者 URL が変更されました-管理者
• プライマリ管理者 - ライセンスフリーのトライアルが開始されました
• 1 回目のアラーム: ライセンスを購入してください
• 2 回目のアラーム: ライセンスを購入してください
• 無料ライセンスの有効期限が切れました
• ライセンスは正常に追加されました
• ライセンスは正常に変換されました
• 1 回目のアラーム: ライセンスの変換
• 180 日の有効期限
• アラーム: SSL 証明書の有効期限が間もなく切れます
• SSL 証明書の有効期限が切れました
• アラーム: SSO IdP 証明書の有効期限が間もなく切れます
• SSO IdP 証明書の有効期限が切れました
• アラーム: セキュア TC 証明書の有効期限が間もなく切れます
• セキュア TC 証明書の有効期限が切れました
• 月間レポートが作成されました
• カスタマイズしたレポートが作成されました
• カスタマイズしたログが作成されました
• アラーム: ミーティングのエラー
• アラーム: ミーティング参加者
• アラーム: CPU 使用率
• アラーム: メモリ使用率
• アラーム: ネットワーク帯域幅使用率
• アラーム: ストレージ使用率
• アカウントが無効になっています
• すべてのユーザーに電子メールを送信
• アカウントが再び有効になりました-管理者
• アラームのクリア: CPU 使用率
• アラームのクリア: ミーティングのエラー
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• アラームのクリア: ミーティング参加者
• アラームのクリア: メモリ使用率
• アラームのクリア: ネットワーク帯域幅使用率
• アラームのクリア: ストレージ使用率
• HA システムが存在
• HA システムは存在しない
• コンプライアンス状態に戻りました
• AD-Sync に成功しました。
• AD-Sync に失敗しました。
• アカウントがロックされています
• ロックされたアカウント-ロックの解除
• ライセンスのアラーム - ユーザー猶予ライセンスが割り当てられています
• ライセンスのアラーム - 管理者にユーザー猶予ライセンスの割り当てを警告します
• ライセンスのアラーム - 管理者に猶予ライセンスの期限が切れたことを警告します
• ライセンスのアラーム - 管理者にすべての猶予ライセンスが使用中になったことを警告しま
す
• ライセンスのアラーム - 管理者にライセンスの使用数がしきい値を超えたことを警告します
• 監査ログのアラーム
• MDC のアラーム - DB レプリケーション
• 「MDC アラーム - DB レプリケーション」をクリア
• HA システムのアラーム - DB レプリケーションステータス
• 「HA システムのアラーム - DB レプリケーションステータス」をクリア
• MDC のアラーム - データセンターステータス
• MDC のアラーム - データセンターに到達できません
• MDC のアラーム - データセンターがブロックされています
• 「MDC のアラーム - データセンターステータス」をクリア
• 「MDC のアラーム - データセンターに到達できません」をクリア
• ユーザープロファイル内の衝突を自動的に修正しました
• クロックが正常に戻ったとき電子メールを送信します
• クロックがずれたとき電子メールを送信します
• 主催者向けのミーティングサマリレポート
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アラームの例
• アラーム: ミーティングの課題
構成可能な割合: n%
件名: 警告: ミーティングエラー発生数が %MaxData% のうち、 %n%
Cisco WebEx サイトで進行中のミーティングのうち、n% のミーティングで問題が発生してい
ます。
• アラーム: ミーティング参加者
構成可能な割合: n%
件名: 警告: オンラインミーティング参加者数が %Total% のうち、n%
オンラインミーティング参加者数がシステム容量の n% に達しています
• アラーム: CPU 使用率
警告: CPU 使用率が %Y% MHz のうち、%X% MHz（75%）に達しています
CPU 使用率が 75% に達しています
• アラーム: メモリ使用率
警告: メモリ使用率が %Y% GB のうち、%X% GB（75%）
メモリ使用率が 75%
• アラーム: ネットワーク帯域幅使用率
件名: 警告: ネットワーク帯域幅の使用率が %Y% Mbps のうち、%X% Mbps（75%）
ネットワーク帯域幅の使用率が 75%
• アラーム: ストレージ使用率
件名: 警告: ストレージ使用率が %Y% GB のうち、%X% GB（75%）
ストレージ使用率が 75% に達したので、WebEx ミーティングの最適のパフォーマンスを保
証するため、すべてのユーザーのミーティング記録が無効になりました。
ネットワークファイルサーバーストレージシステム上のストレージが利用可能になるまで、
ユーザーはミーティングを記録することができません。
• ライセンスのアラーム - ユーザー猶予ライセンスが割り当てられています
件名: 警告: 一時的な主催者ライセンスは 180 日で期限が切れる
一時的な主催者ライセンスは 180 日で期限が切れます。
管理者に連絡するか、永久ライセンスをインストールしてください。
• ライセンスのアラーム - 管理者にユーザー猶予ライセンスの割り当てを警告します
件名: 警告: 一時的な主催者ライセンスは 180 日で期限が切れる
%NumberofLicenses% の一時的な主催者ライセンスが 180 日で期限が切れます。
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これらのユーザーがミーティングを主催できるようにするには、追加の永久ライセンスをイ
ンストールしてください。
• ライセンスのアラーム - 管理者に猶予ライセンスの期限が切れたことを警告します
件名: 警告: 一時的な主催者ライセンスの有効期限が切れました
%NumberofLicenses% の一時的な主催者ライセンスの有効期限が切れました。
これらのユーザーがミーティングを主催できるようにするには、追加の永久ライセンスをイ
ンストールしてください。
• ライセンスのアラーム - 管理者にすべての猶予ライセンスが使用中になったことを警告しま
す
件名: 警告: すべてのライセンスが割り当て済み
すべてのライセンスが割り当て済みなので、新規ユーザーはミーティングを主催することが
できません。
ユーザーがミーティングを主催できるようにするには、追加の永久ライセンスをインストー
ルしてください。
• ライセンスのアラーム - 管理者にライセンスの使用数がしきい値を超えたことを警告します
構成可能なしきい値 : $n
件名: 警告: ライセンス使用数がしきい値を超えています
すべての永久ライセンスのうち、$n が割り当て済みです。 より多くのユーザーがミーティ
ングを主催できるようにするには、追加の永久ライセンスをインストールしてください。
• 監査ログのアラーム
構成可能な割合 = n%
件名: 警告: 監査ログが容量一杯に近付いています
ログパーティションが全容量の n% に達しています。
ディスクの空き容量を増やしてください。
あるいは次の操作を行います。 [設定] > [アプリケーションの監査ログ] > [アプリケーショ
ンの監査ログ] （CWMS のシステムセクション [ログ消去設定]）
すべてのログアーカイブを削除する前にデータを選択してから、[ログ消去設定] をクリック
します。
• MDC のアラーム - DB レプリケーション
%ReplicationStatus% = 非アクティブ, 限定的
件名: 警告: データセンター間のデータ同期は %ReplicationStatus%
DC-1 から DC-2 へのデータ同期は %ReplicationStatus% でした。 データセンター間のネット
ワークリンクの状態が正常で、マルチデータセンター要件を満たしているかどうかを確認し
てください。
• HA システムのアラーム - DB レプリケーションステータス
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件名: 警告: データ同期が非アクティブ
データセンター内のデータ同期が非アクティブでした。 仮想マシン間のネットワーク接続が
高可用性要件を満たしているかどうかを確認してください。
• MDC のアラーム - データセンターステータス
%DatacenterStatus% = 一部サービス中, 停止中
件名: 警告: データセンターは %DatacenterStatus%
MyDatacenter1 データセンターは %DatacenterStatus% 状態であり、システムは問題の修復を試
みています。
システムは正常に稼働していますが、データセンターには問題があり、早急な対処が必要で
す。 これが意図的であるのならば、このメッセージは無視してください。
• MDC のアラーム - データセンターに到達できません
件名: 警告: MyDatacenter2 データセンターは到達不可能
MyDatacenter2 データセンターは、MyDatacenter1 データセンターから到達できません。 稼働
していないか、ネットワークから切り離されています。
このデータセンターで作業中であり、意図的に停止させたのであれば、このメッセージは無
視してかまいません。
• MDC のアラーム - データセンターがブロックされています
件名: 警告: データセンターはブロック中
MyDatacenter1 データセンターはブロックしています。 エンドユーザートラフィックはシス
テムによって他のデータセンターにリダイレクトされており、問題は自己修復が試みられて
います。
OrionSite システムは正常に稼働しているので、このデータセンター問題はユーザーには透過
的ですが、早急に対処する必要があります。 このデータセンターで作業中であり、意図的に
この状態にしたのであれば、このメッセージは無視してかまいません。
• クロックがずれたとき電子メールを送信します
件名: カスマイズログの用意ができました
データセンター DC-1 および DC-2 の各管理者仮想マシンのクロックがずれていることがわか
りました。 クロックの同期はこれらのデータセンターによって共有されるデータの整合性を
保つ上で非常に重要です。
この問題はエンドユーザーには透過的ですが、早急に対処する必要があります。
両方のデータセンターの仮想マシンホストに正しい NTP サーバーが構成されており、これら
のホストから NTP サーバーに到達可能になっているかどうかを確認してください。
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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] の順に選択します。
• [開発者ツール] ウィンドウの上で [ドキュメントモードを選択します： IE7 標準 > Internet
Explorer 10 標準.

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 (そして第 1 管理者だけが)、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。 これは展開プロセスの一部として行
うことができます。または、第 1 管理者は、([ユーザー] > [ユーザーの編集]を使用して) ロールを
変更できます。(詳細は監査者ロール, （59 ページ）を参照してください。)
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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。, （51 ページ）」を参照し
てください。

ステップ 1

管理者の姓名を入力します。

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
監査者ロール
監査者ロールはユーザーを追加する, （145 ページ）を使用して追加します。
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。
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。
• 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。
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• 管理者と監査者の役割が分けられていなければ、管理者ロールのみが存在します。
• 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
緊急アカウントのみが監査者を作成できます。 システム展開後、第 1 管理者はユーザーを追
加する, （145 ページ）の手順により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。
• 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。
監査者ロールは以下の点で固有のロールです。

（注）

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 [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。

システムテストについて
大部分のシステムテストは、ミーティングテストの使用, （96 ページ）およびシステムリソース
テストの使用, （96 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。 (ユーザーを管理する, （125 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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展開後にシステムを変更する
• システム変更手順の準備, 63 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 バージョン 2.5 以降用の高可用性システムの追加, （
65 ページ）を参照してください。
• ISO 更新ファイルを使用してシステムを最新バージョンに更新する
• 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。(を参照。) システムの
アップグレード, （85 ページ）を参照してください。
• 大きなシステムサイズにシステムサイズを拡張する システムの拡張, （73 ページ）を参照し
てください。

（注）

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。
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 管理者ガイド』または『vSphere
Data Protection 管理者ガイド』を参照してください。
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システム変更手順の準備

手順の概要
1.

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1
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バージョン 2.5 以降用の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, 65 ページ
• 高可用性 (HA) にシステムを展開, 67 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, 68 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, 69 ページ
• 高可用性システムを削除, 70 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, （70 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。

（注）

現行のシステムの展開で使用するのと同じベースバージョンの OVA を使用し
てください。 たとえば、元々 2.5.1.29 OVA を使用して内部仮想マシンを展開
しており、その後システムを2.7.1.12バージョンにアップデートしていたとし
ます。 IRP 仮想マシンを展開するのに 2.5.1.29 OVAファイルを使用し、パブ
リックアクセスを追加すると、プロセスは,"The primary system is a different
version than the Internet Reverse Proxy virtual machines." （「プライマリシステム
はインターネットリバースプロキシ仮想マシンとはバージョンが異なりま
す」。) "Redeploy the Internet Reverse Proxy virtual machines by using the same OVA
file used to deploy the primary system."(「プライマリシステムの展開で使用した
ものと同一の OVA ファイルを使って、インターネットリバースプロキシ仮想
マシンを再展開してください」。)というメッセージを出して、失敗します。

• 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ていた場合、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 の設定、
ストレージへのアクセス、または電子メールサーバーの設定を行うための、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。
• 負荷分散は設定できません。システム内蔵の機能で、自動的に設定されるからです。 ロード
バランサーを別個のマシンとして設定することはサポートされていません。
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。
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◦ ネットワークは 10-gbps 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。 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。
• 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。 ダッシュボードのシステムモニ
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。
• 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。
3 プライマリシステムのバージョンが HA システムより新しい場合は、新しいバージョンのソフトウェ
アの OVA ファイルで HA システムを再展開するか、HA システムをアップデートします。
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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, （68 ページ）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アップデートする際には、システムを再起動し、再起動処理が完了した後、
さらに 15 分待ってから、高可用性システムのための手順を開始することを推奨します。

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:

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, （67 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

システムセクションで、[詳細] リンクを選択します。

ステップ 4

[高可用性システムを追加] を選択します。

ステップ 5

システムプロパティページの指示に従ってこの HA システムを追加します。

ステップ 6

高可用性システムの管理サイト仮想マシンの 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 7

[追加] を選択します。
（注）
「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。
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高可用性システムが追加され、自動的にプライマリシステム不良時のバックアップ用として構成されま
す。
ステップ 8

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, （70 ページ）を参照してください。

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）。
高可用性システム
高可用性 (HA) システムでは、単一コンポーネントの障害時に Cisco WebEx Meetings Server がこれ
らのコンポーネントを復元します。
• 1つの仮想マシンの単一サービス。
• 仮想マシン。
• 最大 2 個の仮想マシンをホストする単一の物理的サーバーまたはブレード（仮想マシンレイ
アウトがCisco WebEx Meetings Server 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、Cisco WebEx Meetings 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。
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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。
• 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。 高可用性を復元す
る場合は、OVA ファイルから高可用性システムを展開する必要があります。 詳細については、バージョ
ン 2.5 以降用の高可用性システムの追加, （65 ページ）を参照してください。
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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

システムの拡張
• システム拡張の準備, 73 ページ
• システムサイズを拡張する, 74 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および主催者ライセンスの移動が必要です。
マルチデータセンター (MDC) システムは拡張できません。 次のように、単一データセンターシス
テムに縮退させる必要があります。
• 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, （350 ページ）を参照し
てください。) 通常、これはライセンスマネージャーを実行していないデータセンターです。
• この章の説明に従って、プライマリの単一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。 (データセンターをマルチデータセンターシステムに統合, （
346 ページ）を参照。)
拡張したシステムの注意事項
以下を考慮します。
• NFS ストレージを設定してある CWMS システムを拡張する場合には、拡張されるシステム
の新たに展開される仮想マシンが、NFS ストレージに対し、元のシステムと同じアクセス権
限を持っていることを確認してください。 そうでないと、拡張プロセスはシステムチェック
の段階で失敗します。
• 追加のハードウェアの予算
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• 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
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す必要があります。 (システム
を大きく変更した後のライセンスの再ホスト, （336 ページ）を参照。)

システムサイズを拡張する
はじめる前に
すべての VMware スナップショットを削除します。 拡張プロセスの間は、スナップショットを撮
らないでください。 スナップショットを削除するには、 スナップショットの削除, （9 ページ）
を参照してください。
このシステムをインストールするのに使用するオープン仮想化アーカイブ (OVA) をまず取得して
ください。 例えば、バージョン 2.0 システムを展開した場合、ベースバージョン 2.0.1.2 OVA を取
得します。

（注）

同じベースバージョンの OVA を使用してください。 たとえば、元々 2.5.1.29 OVA を使用して
内部仮想マシンを展開しており、その後システムを2.7.1.12バージョンにアップデートしてい
たとします。 IRP 仮想マシンを展開するのに 2.5.1.29 OVAファイルを使用し、パブリックアク
セスを追加すると、プロセスは,"The primary system is a different version than the Internet Reverse
Proxy virtual machines." （「プライマリシステムはインターネットリバースプロキシ仮想マシン
とはバージョンが異なります」。) "Redeploy the Internet Reverse Proxy virtual machines by using
the same OVA file used to deploy the primary system."(「プライマリシステムの展開で使用したも
のと同一の OVA ファイルを使って、インターネットリバースプロキシ仮想マシンを再展開し
てください」。)というメッセージを出して、失敗します。

表 1：拡張チェックリスト

フィールド名

システムの現在の値

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

マルチデータセンター (MDC) システムを拡張するときには、セカンダリデータセンターを削除す
る必要があります。 （License Manager を実行していないデータセンターについては、データセン
ターの削除, （350 ページ）を参照してください。）
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（注）

非暗号化バージョンから暗号化バージョンへのアップグレード、または暗号化バージョンから
非暗号化バージョンへのアップグレードはサポートされていません。 既存のシステムの配備
に基づいて OVA を取得します。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （350 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 Cisco WebEx Meeting Server
が稼働する新しいデータセンターを作成します。
マルチメディアセンター（MDC）システムの作成, （339 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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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

[管理]を選択します。
[管理システムの仕様] ページが表示されます。

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、システムはバック
アップを実効します。 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。
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には、当社が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
には、システムの他の仮想マシンを作成してください。 (VMware vSphere クライアントから OVA ファイ
ルを展開する, （21 ページ）を参照。)
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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 4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, （10 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、当社が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てください。
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での優先言語を選択します。 (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] の順に選択します。
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。
拡張システム用に、エントリが設定されており、すでにアップデートされた DNS サーバーがある場
合、当社が 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。）
このシステムをインストールするために最初に使った OVA を使用します。 新しいシステムサイズ用の追
加仮想マシンを展開します。
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, （174 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。
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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てい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。)
元のシステムで使用していたのと同じ WebEx 共通サイトの URL を入力するか、新しい URL に変更しま
す。 変更しない場合は、DNS サーバーに必要な更新を行います。
（注）

ユーザーが元のURLを使おうとすれば、以下ができません。 変更後、ホスト名から来るシステ
ムトラフィックは、現在設定したもの以外はドロップされます。
• ミーティングの主催または参加
• ウェブページ、生産性向上ツール、モバイルアプリケーションからのログイン
• 録画の再生

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。
元のシステムで使用したのと同じ WebEx 管理サイトの 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。
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, （49 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メンテナンスリリースアップデートで更新し
て、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、システムが再起動します。 (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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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。 (データセンターをマルチデータセンター
システムに統合, （346 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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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
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す。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。
（注）
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。
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, （60 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, （336 ページ）を参照。)

次の作業
システムを任意の MR にアップデートします。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
78

第

9

章

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。
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。
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

（注）

CWMS System はバージョン 2.5 または 2.6 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。

• アップグレードまたはアップデート, 80 ページ
• バージョン 2.5 以降のデータセンターのアップデート , 81 ページ
• CD/DVD ドライブから ISO イメージに接続する, 83 ページ
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アップグレードまたはアップデート
次のテーブルを使用して、Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8 へアップデートまたはアップグ
レードする方法を決定してください。
インストールされた
リリース

次のリリース
へ

1.0 から 1.1

2.8

パス

1 1.5 へのアップデート
2

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

3 2.8 へのアップグレード
1.5 から 1.5MR4

2.8

1

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

2 2.8 へのアップグレード
1.5 MR5

2.8

1

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

2 2.8 へのアップグレード
1.5 MR5 パッチ 2 以降 2.8
2.0 から 2.0MR8

2.8

2.8 へのアップグレード
1 2.0MR9 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート

2.0MR9 以降

2.8

2.5 から 2.5MR5

2.8

2.8 へのアップデート
1 2.5MR6 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート

2.5MR6。

2.8

2.6 から 2.6MR2

2.8

2.8 へのアップデート
1 2.6MR3 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート

2.6MR3 以降

2.8

2.8 へのアップデート

2.7 または 2.7MR

2.8

2.8 へのアップデート
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インストールされた
リリース

次のリリース
へ

パス

2.8 または 2.8MR

2.8MR

2.8MR へのアップデート

バージョン 2.5 以降のデータセンターのアップデート
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
CD/DVD ドライブから ISO イメージに接続する, （83 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。

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

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、進行中のミーティングはアクティブなデータセンター
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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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。
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 [更新] > [続行]の順に選択します。
[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] の順に選択します。
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。
[システムのアップデート] 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] の順に選択
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。
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。
重要

ステップ 13 [続行] を選択します。
注意
[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。
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。
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。
重要

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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, （60 ページ）を参
照してください。

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。
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る場合、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プッシュする必要があり
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」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)。

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 端末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
バージョン 2.5 以降のデータセンターのアップデート , （81 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。
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システムのアップグレード
• サポートされているアップグレードパス, 85 ページ
• アップグレードを開始する前に, 87 ページ
• システムの自動アップグレード, 88 ページ
• システムの手動アップグレード, 91 ページ

サポートされているアップグレードパス
Cisco WebEx Meetings Server のこのリリースは、リリース 1.x から 2.8 へのアップグレードをサポー
トします。 次のポイントが適用されます。
• 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。
• アップデートとは、システムを段階的に改善することと定義されます。 アップデートでは、
修正と小さい改善を展開します。
• アップデートでは、オリジナルシステムのすべてのデータが保持されます。 アップグレート
では、ログを除く、オリジナルシステムのすべてのデータが保持されます。
• アップグレード中、ソフトウェアのメジャーバージョンをスキップできません。また、コン
パニオンメンテナンスリリースへ直接移動します。
たとえば、1.5MR5 から 2.8MR へアップグレードするには、1.5MR5 から 2.8 へアップグレー
ドしてから、2.8MR へアップデートします。

（注）

すべてのアップデートでダウンタイムが必要となります。 マルチデータセンターでは、両方
のデータセンターを同時にアップデートします。
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注意

他方の更新が完了し、両方が再起動ボタンを表示するまで、一方のデータセンターに対する再
起動をクリックしないでください。 リリース 2.5MR6以降から 2.8 へアップデートする場合、
アップデートが完了する前に一方のデータセンターを再起動して、他方のレプリケーションを
中断させてください。
次のテーブルを使用して、Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8 へアップデートまたはアップグ
レードする方法を決定してください。
インストールされた
リリース

次のリリース
へ

1.0 から 1.1

2.8

パス

1 1.5 へのアップデート
2

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

3 2.8 へのアップグレード
1.5 から 1.5MR4

2.8

1

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

2 2.8 へのアップグレード
1.5 MR5

2.8

1

MR5 パッチ 2 以降にアップデート

2 2.8 へのアップグレード
1.5 MR5 パッチ 2 以降 2.8
2.0 から 2.0MR8

2.8

2.8 へのアップグレード
1 2.0MR9 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート

2.0MR9 以降

2.8

2.5 から 2.5MR5

2.8

2.8 へのアップデート
1 2.5MR6 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート

2.5MR6。

2.8

2.6 から 2.6MR2

2.8

2.8 へのアップデート
1 2.6MR3 へのアップデート
2 2.8 へのアップデート
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重要

インストールされた
リリース

次のリリース
へ

パス

2.6MR3 以降

2.8

2.8 へのアップデート

2.7 または 2.7MR

2.8

2.8 へのアップデート

2.8 または 2.8MR

2.8MR

2.8MR へのアップデート

アップグレード中またはアップデート中に、システムの音声暗号化タイプ (音声暗号化は -AE/
音声非暗号化は -AU) を変更することはできません。 展開後に、システムの音声暗号化タイプ
を変更するための唯一の方法は、システムを新規に展開することです。
詳細については、以下の文書を参照してください。
• Cisco WebEx Meetings Server 管理ガイド リリース 2.8: http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/prod_installation_guides_list.html
• Cisco WebEx Meetings Server プランニングガイドとシステム要件リリース 2.8: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

高可用性システムの設定
高可用性システムをアップデートしたら、システムをリブートします。 リブートプロセスが完了
したと思われたら、さらに15分待機してから、高可用性システム手順の追加を開始することをお
勧めします。

重要

データセンターを配備する前に、音声を暗号化する（-AE）か、音声を暗号化しない（-AU）
を選択します。 配備後にこのタイプを他方のタイプに変換することはできません。 一方のタ
イプのシステムでアーカイブまたはバックアップされたデータは、他方のタイプのシステムに
アップロードすることはできません。 音声暗号化タイプはアップグレードまたはアップデー
トの最中に変更できません。 システムの音声暗号化タイプを変更するための唯一の方法は、
システムを新規に配備することです。

アップグレードを開始する前に
システムを自動または手動でアップグレードする前に、以下の問題に対処します。
• アップグレードに必要な OVA ファイルを取得します。
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（注）

非暗号化バージョンから暗号化バージョンへのアップグレード、または暗号
化バージョンから非暗号化バージョンへのアップグレードはサポートされて
いません。 既存のシステムの配備に基づいて OVA 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。 スナップショットを削除するには、 ス
ナップショットの削除, （9 ページ）を参照してください。
• 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の最中、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を増やすことを計画してください。 元のシステムおよびアップグレー
ドしたシステムは、アップグレードしたシステムのテストが終了し、元のシステムを取り払
うまで、データストアを共有します。
• 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されたシステム用の
インターネットリバースプロキシ仮想マシンが同じサブネット上にある必要があります。
• DNS サーバーで vCenter ホスト名が解決され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。

（注）

CWMS System はアップグレード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。

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 Cisco WebEx Meetings 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
• 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またはアップグレードできま
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
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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。
• 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。 （システムの自動アップグレード, （88 ペー
ジ）、システムの手動アップグレード, （91 ページ）またはシステムサイズを拡張する, （
74 ページ）を参照します。）

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

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
89

システムの自動アップグレード

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, （332 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。 バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 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, （60 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, （328 ページ） および システムを大きく変更した後のライセンスの再ホスト,
（336 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、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。 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」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。 『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」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 Cisco WebEx Meetings 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またはアップグレードできませ
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

[システム] > [(ライセンスの) 詳細]に移動します。
[ライセンス] ウィンドウが開きます。

ステップ 3

ライセンスマネージャーに移動し、[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 4

[ライセンス生成リクエスト] を選択します。
ポップアップにライセンスリクエストのテキストが表示されます。 ライセンスを取り戻すために、手動の
再ホスト手順を使用する必要が生じる可能性があるため、テキストをコピーし、ライセンスリクエストを
適切な場所に保存しておいてください。 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, （332 ページ）を参照。)

ステップ 5

元のシステムの管理サイトにログインします。

ステップ 6

[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 7

[メジャーアップグレード] を選択します。

ステップ 8

[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 9

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 10 高可用性 (HA)、Internet Reverse 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 11 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, （10 ページ）を参照。)
ステップ 12 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。 (バージョン 2.5 以降の場合は、バージョン 2.5 以降用の高可用性システムの追加。)
システムに HA が含まれている場合、HA 管理の展開から HA 仮想マシンをセットアップせず、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てください。
ステップ 13 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 14 ウェブブラウザに展開 URL を入力します。
ステップ 15 [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 16 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。 バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 ページ）を参照してくださ
い。
ステップ 17 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, （60 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 18 アップグレードしたシステムに対して、ライセンスのバージョンを適切に再ホストし、アップデートしま
す。 （主催者ライセンスについて, （328 ページ） および システムを大きく変更した後のライセンスの再
ホスト, （336 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、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。 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」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)。
ライセンスフリーの猶予期間は180日以内に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、このライセンスを180日以内に再ホストする必要があります。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。
ステップ 19
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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。 『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」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)。
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システムのテスト
• システムテストについて, 95 ページ
• ミーティングテストの使用, 96 ページ
• システムリソーステストの使用, 96 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、ミーティングテストの使用, （96 ページ）およびシステムリソース
テストの使用, （96 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。 (ユーザーを管理する, （125 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。

ミーティングテストの使用

ステップ 1

管理サイトにサインインします。

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。
システムは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、参加する機能を確認しま
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
• 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
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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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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 (バージョン 2.8 以降), 101 ページ
• 警告の表示と編集, 105 ページ
• ミーティングの傾向を表示する, 108 ページ
• メンテナンス期間をスケジュールする, 117 ページ
• メンテナンスモードについて, 119 ページ

ダッシュボードについて (バージョン 2.8 以降)
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。 ス
テータスマークは、進行中のミーティングと使用回数が設定した警告しきい値よりも低
いか高いかを示します。 緑色のステータスマークは、システムが設定されたしきい値よ
りも低いことを示しています。 赤色のステータスマークは、システムが設定されたしき
い値よりも高いことを示しています。 詳細については、警告の表示と編集, （105 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, （105 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しています。
◦ 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、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186 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。
◦ ログパーティション - アプリケーション監査ログ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。
◦ 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 - 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, （103 ページ）を参照してくださ
い。
• ミーティングの傾向 - 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。 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
するには、[開始]および[終了]フィールドを使用します。 ミーティングの傾向グラフの 1 つ
のポイントを選択すると、グラフで指定された期間中に開催されたミーティングがミーティ
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。
• ミーティング - 選択した時点で開催されてい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。 [ミーティングの傾向] グラフでデータポイ
ントを選択していなかった場合、その期間中のすべてのミーティングが表示されます。 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。
リスト内で [ ミーティングの議題 ] を選択すると、次のようなミーティングの詳細情報が表
示されます。 ミーティング番号、開始時刻、終了時刻、全般の状況、およびミーティングが
詳細に分析済みかどうかの表示。 分析前には、ステータスパラメーターにはミーティングの
全般的な品質関連状況が示されています。 [ミーティングの詳細の解析] を選択して、ミー
ティングの詳細解析を行い、ログを生成します。 ログの作成が終了すると、その解析で行わ
れた調査に応じてミーティングの全般的な [状況] が変化します。 ログが生成された時刻が表
示され、ログファイルダウンロード情報を含む電子メールを受信します。 ダッシュボードで
[ログのダウンロード]を選択して、ログをダウンロードすることもできます。
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（注）

ミーティングにその主催者が出席していなかった場合、スケジュールされて
いた終了時刻にはかかわりなく、ミーティングは最後の参加者が退出してか
ら 30 分後に終了します。そして終了時刻になるまでは進行中であると表示さ
れます。

• 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知らせるアナウンスをス
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, （117 ページ）
および メンテナンスモードについて, （119 ページ） をご覧ください。
• 最後のシステムバックアップ - このセクションは、ストレージサーバーを設定している場合
のみ表示されます。 バックアップがまだ作成されていない場合は、バックアップが失敗した
かどうかということと、最初のバックアップ試行の日時が通知されます。 バックアップへの
リンクが各データセンターに提供されます。 ウィンドウには次の情報が表示されます。
◦ 最後のバックアップが作成された日時。
◦ ファイル名。
◦ ファイルサイズ。
◦ バックアップの場所。
◦ 次のバックアップの日時。
◦ システムバックアップを設定するためのリンク。
• 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)、そして選択された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, （146 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, （211 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。
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• 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。
• ブロック - 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。
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• 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。

CPU、メモリ、およびネットワーク使用率の監視
CPU、メモリ、およびネットワーク使用率を監視する場合、vSphere クライアントまたは vSphere
Web クライアント内の各 CWMS 仮想マシンの [パフォーマンス] タブを使用することをお勧めし
ます。 vSphere クライアントまたは vSphere Web クライアントを使用して CWMS 仮想マシンのパ
フォーマンスを監視することの利点は、各仮想マシンを独立に、一定期間、監視することができ
るということです。 システムに悪影響を与える問題が存在する場合、正確にトラブルシューティ
ングすることが容易になります。
CPU 使用率の監視については、 http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.monitoring.doc%2FGUID-FC93B6FD-DCA7-4513-A45E-660ECAC54817.html
を参照してください。 CPU 使用率では変動や急激な上昇が見られることがありますが、一般的な
システム使用状況ではすべてのレベルが 90 パーセント以内に収まるはずです。
メモリ使用率の監視については、 http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-C442423F-18CD-4F01-914E-286ED6C72BC6.html
を参照してください。通常の稼働状態では、メモリ使用率は安定しているはずです。いくらかの
変動が見られることは普通ですが、長期にわたって増加し続けている場合、いずれシステムのパ
フォーマンスに影響を与えることになる問題の存在を暗示している可能性があります。
ネットワーク使用率の監視については、 http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-41B7E742-B387-4638-A150-CB58E2ADD89F.html
を参照してください。 CWMS 仮想マシンを監視している場合、ネットワーク使用率は大きく変動
することがあります。また、急激な上昇が観察されることもあります（たとえば、バックアップ
のとき）。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

アラームアイコンを選択します。
[アラーム]ページが表示されます。

ステップ 3

アラームのしきい値を変更するか、アラームのしきい値をアクティベート/ディアクティベートするには、
[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。
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オプション

説明

進行中のミー
ティング

進行中のミーティングのアラームしきい値
• [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。

使用状況

システム使用率のアラームしきい値
• [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。

ストレージ

ストレージしきい値（GB 単位） 最大のストレージしきい値は（合計容量 – 記憶バッ
ファーサイズ）で計算されます。 記憶バッファサイズはシステムのサイズ [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。
• [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。 間隔は、1時間です。
（注）

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このしきい値を上回る場合、録画が無効になりま
す。 詳細については、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186
ページ）を参照してください。
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オプション

説明

ログメモリ使用
量

ログで使用されるディスクスペース容量
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がない場合、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、構成可能にな
ります。
• [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。

ライセンスの使
用状況

永久ライセンスの使用状況
• [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。

猶予期間ライセ
ンス

猶予ライセンスの使用状況
[猶予ライセンス所有者に通知を送信] チェックボックスを選択すると、選択した条件
の 1 つが満たされた場合に通知を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。

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。
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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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

上記の [ミーティングの傾向] グラフでは [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の傾向を見られます。
• 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。
• 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。
（注）
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。

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, （109 ページ）を参照してください。
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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, （109 ページ）を参照してくだ
さい。
• ミーティングの検索, （111 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

上記の [ミーティングの傾向] グラフでは [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。
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, （108 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。
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（注）

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。
• 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。
カテゴリ

良好

良

悪い

データ往復時間

3000 ms 未満

3000-5999 ms

6000 ms 以上

音声往復時間

100 ms 未満

100-299 ms

300 ms 以上

音声パケットロス

5 パーセント未満

5-9 パーセント

10 パーセント以上

音声ジッタ

100 ms 未満

100-499 ms

500 ms 以上

ビデオ往復時間

100 ms 未満

100-499 ms

500 ms 以上

ビデオパケットロス

20 パーセント未満

20-49 パーセント

50 パーセント以上

ビデオのジッター

100 ms 未満

100-499 ms

500 ms 以上

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。
• 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。
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• [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, （112 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、Cisco WebEx ミーティ
ングログのダウンロード, （114 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, （111 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

[ミーティングの傾向] 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。
• 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。
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• [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, （112 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, （114 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、[ミーティングの傾向] 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, （109 ページ） を参照してください。

ステップ 1

ミーティングの傾向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:
• 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: [開始していない]、[進行中]、[終了]。
• 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。
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• 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ようスケジュールされていた日時。
• スケジュールされた終了時間 - ミーティングが終了するようスケジュールされていた日時。
• 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。
（注）

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。

ステップ 4

ミーティング中に生成された [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 遅延
• 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。
• 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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
113

ミーティングの傾向を表示する

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, （114 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

[ミーティングの傾向] 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, （114 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。
• 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 URL
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• 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
• 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
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• 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

（注）

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。

• 合計参加数—ミーティングに参加した人の合計数
• 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
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メンテナンス期間をスケジュールする
システムメンテナンスを実施する前に、メンテナンス期間をスケジュールする必要があります。
マルチデータセンターシステムを実行している場合を除き、メンテナンス期間になると、システ
ムがメンテナンスモードのときに開始したミーティングが終了し、ユーザーはメンテナンス期間
と重複するミーティングをスケジュールできないことがユーザーに通知されるはずです。 マルチ
データセンターシステムを実行していて、1 システムだけをメンテナンスモードにする場合には、
ミーティングは透過的にアクティブなシステムにフェイルオーバーされます。ユーザーに通知を
行う必要はありません。
たとえば、管理者は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られます。 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
定されていることと、ミーティングが打ち切られることを伝える必要があります。
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。 新しい認証局 (CA) の証明書をアップロードする場合など、実
行する必要のあるタスクを完了させるために時間を延長する必要がある場合、メンテナンスモー
ドをオンにする30分前に開始時間を指定して、メンテナンス期間をスケジュールしてください。
これにより、すべてのミーティングを完了させるための猶予期間が発生します。また、管理者が
メンテナンスモードをオンにする時間の30分前からは、ミーティングをスケジュールできなくな
ります。 メンテナンス期間に 1 時間追加することも推奨します。 この追加時間により、システム
はリブートが発生しても機能状態に戻ります。また、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できます。
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。
詳細については、 バージョン 2.0 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 ページ）および
バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[メンテナンスをスケジュールする] を選択します。
[メンテナンスをスケジュールする] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

カレンダーツールと時間ドロップダウンメニューを使用して、メンテナンス期間の日付と開始時間を選択
します。

ステップ 4

時間と分を指定して、メンテナンス期間を入力します。

ステップ 5

[スケジュール] を選択します。
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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。 メンテナンス期間をスケジュールしても、システム
は自動的にメンテナンスモードへ移行しません。これは管理者が実行する必要があります。
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, （165 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 2.0 以降でメンテナン
スモードの切り替え, （122 ページ）またはバージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り
替え, （122 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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。

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してください。 メンテナンス
モードをオンにする必要がある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, （119 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, （117 ページ）を参照)。
ここをクリックしてバージョン 2.5 以上の バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え,
（122 ページ） 情報について表示します。
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。
タスク

参照

必要なメンテ リブートまたは再起動
ナンスモード

高可用性のシステムの追加 バージョン 2.5 以降用の高
および削除
可用性システムの追加, （
65 ページ）

はい

再起動

パブリックアクセスの追加 IRP を使用してパブリック
または削除
アクセスをシステムに追加,
（174 ページ） もしくは パ
ブリックアクセスの削除,
（177 ページ）

はい

再開

システムのデフォルト言語 会社情報の設定, （211 ペー
を変更します
ジ）

はい

再開
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タスク

参照

ホストまたは管理アカウン WebEx サイトの設定を変更
する, （180 ページ）
トの URL の変更

必要なメンテ リブートまたは再起動
ナンスモード
はい

メールサーバーの変更

電子メール (SMTP) サー
バーを構成します。, （51
ページ）

いいえ

仮想 IP アドレスの変更

プライベートおよびパブ
リック仮想 IP アドレスの変
更, （169 ページ）

はい

ブランド設定の変更および ブランドの設定, （213 ペー
変更
ジ）

いいえ

音声設定の多くを構成およ 音声設定を設定する, （233
び変更します。
ページ）

はい

再開

該当せず

再起動

該当せず

再開

音声設定を設定する, （233
ページ）
コールインアクセス番号、 音声設定を変更する, （236
表示名、発信者 ID 音声設定 ページ）
の構成および変更

いいえ

該当せず

サービス品質の設定および サービスの質（WoS）の設
変更
定, （251 ページ）

いいえ

該当せず

SNMP 設定の実施および変 SNMP の設定, （195 ペー
更
ジ）

はい

再開

証明書の設定

証明書の管理, （287 ペー
ジ）

はい

再起動またはリブート

災害復旧の設定

ストレージサーバーを利用
した災害復旧, （192 ペー
ジ）

はい

再開

FIPS 対応暗号化の設定

FIPS 対応暗号化を有効にす
る, （314 ページ）

はい

再開

ストレージサーバーの設定 NFS または SSH ストレージ
サーバーの追加, （186 ペー
ジ）

はい

再開
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タスク

参照

必要なメンテ リブートまたは再起動
ナンスモード

仮想マシンのセキュリティ 仮想マシンのセキュリティ
の設定, （312 ページ）
の設定

はい

再起動

システムサイズの拡張

システム拡張の準備, （73
ページ）

はい

再開

更新またはアップグレード システムのアップグレード,
の実行
（85 ページ）

はい

再開

共有キーの更新

はい

再開

はい

再開

証明書の管理, （287 ペー
ジ）

システムリソーステストの システムリソーステストの
使用
使用, （96 ページ）

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, （211 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 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 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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バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え
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。 一部のアクションでは、マルチデータセ
ンター (MDC) 環境中のすべてのデータセンターをメンテナンスモードにする必要がありません。
すべてのデータセンターがメンテナンスモードになる場合、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フにすると、システムは再起動（約3～5分かかります）するかリブート
（約 30 分かかります）するか判断し、適切なメッセージを表示します。 メンテナンスモードを
オンにする必要がないシステムタスクの情報については、メンテナンスモードについて, （119
ページ）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, （117 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ダッシュボード] から、[メンテナンスモードを管理する] を選択します。
[メンテナンスモードを管理する] ダイアログが表示されます。

ステップ 3

メンテナンスモードにするデータセンターを選択します。 メンテナンスモードを終了するデータセンター
を選択します。

ステップ 4

[保存] を選択します。

ステップ 5

（オプション）仮想マシンをバックアップします。

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。

バージョン 2.0 以降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, （119 ページ）を参照して
ください。
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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, （117 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。
[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。
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章

ユーザーを管理する
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 (バージョン 2.8 以降), 126 ページ
• コンマまたはタブ区切りファイルの作成, 127 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する, 142 ページ
• 選択したユーザーアカウントを CSV ファイルにエクスポートする, 142 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, 142 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。, 143 ページ
• ユーザーを見つける, 144 ページ
• ユーザーを追加する, 145 ページ
• ユーザーの編集, 146 ページ
• セッションタイプ, 149 ページ
• アカウントのロック解除, 153 ページ
• ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティベート, 153 ページ
• ユーザー アカウントの削除, 154 ページ
• ファイルに基づいてユーザーを削除する, 155 ページ
• トラッキングコードの設定, 156 ページ
• ディレクトリ統合の設定, 158 ページ
• ユーザーグループの同期, 163 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, 164 ページ
• CUCM を使った LDAP 統合と認証の設定, 164 ページ
• ユーザーにメール送信する, 165 ページ
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ユーザーの管理について (バージョン 2.8 以降)
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, （127 ページ）を参照してください。
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の追加、削除、または非アクティベートが行えます。 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。
ユーザーが削除されると、次のような処理が行われます。
• このユーザーが主催者だった今後のすべてのミーティングがキャンセルされます。 ミーティ
ング参加者はメールでミーティングのキャンセルについて通知されます。
• ユーザーは今後のすべてのミーティングの参加者リストから削除されます。 主催者には、参
加者がリストから削除されたという通知は行われません。
• ユーザーが主催者ライセンスを持っていた場合には、ライセンスはライセンスプールに返却
されます。 後ほど、プロファイルの新規作成によってユーザーが復帰した場合、ミーティン
グを主催するには新しいライセンスを取得する必要があります。
• ユーザーの削除後 6 か月以内であれば、同じメールアドレスのプロファイルの新規作成に
よってユーザーを復帰させることができます。しかし、主催していたミーティング、および
将来のミーティングに対する参加情報は回復されません。 復帰したユーザーは録画にアクセ
スできます。
• 削除されたユーザーが 6 か月より後に復帰させられた場合、ユーザーは新規ユーザーと見な
され、ユーザーに関するすべての情報を再入力する必要があります。
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、ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非ア
クティベート, （153 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。
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• 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てください。 詳細に
ついては、パスワード全般設定 (v2.8 以降), （255 ページ）を参照してください。

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。
• テーブルのすべてのフィールドが必要です。 CSV ファイルのインポートの前に、現在のデー
タベースを CSV ファイルにエクスポートしてファイルの構造を確認することをお勧めしま
す。 フィールドが設定されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。 例:
ファイル形式が間違っています。 Custom10 が必要です。
• フィールドの値は指示がない限り空欄でも構いません。
• 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
一意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。
• CWMS バージョン2.7 インストール後またはアクセサリデバイスのユーザーメール変更後、
ユーザーを Cisco Unified Call Manager (CUCM) に同期して CWMS データベースを更新する必
要があります。 2.7.へアップデート前のディレクトリ統合（ユーザーが CUCM と同期）を使
用する CU のみが必須です。 また（通常の同期だけでなく）完全同期も必要です。
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表 2：フィールド名、詳細、許容値

フィールド名

説明

値のサイズとタイプ

USERID

ユーザー ID：

英数字 1 ～ 19 文字

重要

ACTIVE

このユーザーがアクティブであ Y または N
るかどうかを示します。

FIRSTNAME

ユーザーの名。

文字列 1 ～ 32 文字

LASTNAME

ユーザーの姓。

文字列 1 ～ 32 文字

EMAIL

ユーザーのメールアドレス。

英数字文字列 1 ～ 192 文字

言語

ユーザーの言語（ CSV ファイ 文字列 1 ～ 64 文字
ルフィールド値, （130 ページ）
を参照します。）

HOSTPRIVILEGE

主催者の権限。

タイムゾーン名

ユーザーの所在地のタイムゾー タイムゾーン名
ン。 (CSV ファイルフィールド
値, （130 ページ）を参照。)

DIVISION

トラッキングコードグループ1 文字列 1 ～ 128 文字
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。
(トラッキングコードの設定, （
156 ページ）を参照します。)

DEPARTMENT

トラッキングコードグループ2 文字列 1 ～ 128 文字
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。
(トラッキングコードの設定, （
156 ページ）を参照します。)

PROJECT

トラッキングコードグループ3 文字列 1 ～ 128 文字
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。
(トラッキングコードの設定, （
156 ページ）を参照します。)
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フィールド名

説明

値のサイズとタイプ

OTHER

トラッキングコードグループ4 文字列 1 ～ 128 文字
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。
(トラッキングコードの設定, （
156 ページ）を参照します。)

CUSTOM5。

カスタムフィールド 5。(トラッ 文字列 1 ～ 128 文字
キングコードの設定, （156 ペー
ジ）を参照します。)

CUSTOM6。

カスタムフィールド 6。

文字列 1 ～ 128 文字

CUSTOM7。

カスタムフィールド 7。

文字列 1 ～ 128 文字

CUSTOM8。

カスタムフィールド 8。

文字列 1 ～ 128 文字

CUSTOM9。

カスタムフィールド 9。

文字列 1 ～ 128 文字

CUSTOM10。

カスタムフィールド 10。

文字列 1 ～ 128 文字

国

ユーザーの国

文字列 1 ～ 128 文字

MEETINGPRIVILEGE

セッションタイプ機能とオプ
ション。 (セッションタイプ,
（149 ページ）を参照。)

整数リストを分けたコンマは
セッションタイプ識別子を表し
ています。 例： 3, 10001, 10011,
10021, 10031,
3 が PRO セッションタイプで
ある場合。 カスタムセッショ
ンタイプの ID は動的に生成さ
れシステムごとに変わります。
現在のユーザーをエクスポート
してセッションタイプ識別子が
システム上でいかに構成される
かを確認します。
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フィールド名

説明

値のサイズとタイプ

TELEPHONYPRIVILEGE

コンマ文節ストリングのダイヤ デフォルト： CLIN、CLBK、
VOIP
ルイン権限。
コールイン電話会議 （CLIN）
—参加者は電話会議に参加する
ために電話をかけられます。
コールバック電話会議
（CLBK）—参加者は電話会議
に参加するために WebEx サー
ビスからの電話を受けとりま
す。 各出席者はまず電話番号
を発信して、それから電話を切
ります。 サービスがそれから
参加者に電話をしてミーティン
グにつなぎます。
インターネット電話 (VoIP) —
ユーザーはインターネット電話
（ボイスオーバー IP) 会議を含
むセッションを開催できます。

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する, （142 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, （142 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。, （143 ページ）
• トラッキングコードの設定, （156 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 ファイルで使える言語フィールドの値の例です。
フィールド値

LANGUAGE

en-us

米国英語

zh-cn

簡体字中国語

zh-tw

繁体字中国語
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フィールド値

LANGUAGE

JP

日本語

KO

韓国語

FR

フランス語

DE

ドイツ語

それ

イタリア語

es-me

カステリョン系スペイン語

ES

ラテンアメリカ系スペイン語

NL

オランダ語

pt-br

ポルトガル語

RU

ロシア語

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。
フィールド値

GMT

マーシャル諸島

-12 時間

サモア

-11 時間

ホノルル

-10 時間

アンカレッジ

-9 時間

サンフランシスコ

-8 時間

ティファナ

-8 時間

アリゾナ

-7 時間

デンバー

-7 時間

チワワ

-7 時間

シカゴ

-6 時間
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フィールド値

GMT

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

-6 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

-5 時間

カラカス

-4.5 時間

サンディエゴ

-4 時間

ハリファックス

-4 時間

ニューファンドランド

-3.5 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

-3 時間

中部大西洋

-2 時間

アゾレス諸島

-1 時間

レイキャビク

0 時間

ロンドン

0 時間

カサブランカ

0 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
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フィールド値

GMT

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

1 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

2 時間

リヤド

3 時間

ナイロビ

3 時間

テヘラン

3.5 時間

モスクワ

4 時間

アブダビ

4 時間

バクー

4 時間

カブール

4.5 時間

イスラマバード

5 時間

ムンバイ

5.5 時間

コロンボ

5.5 時間

エカテリンブルグ

6 時間

アルマトイ

6 時間

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
133

コンマまたはタブ区切りファイルの作成

フィールド値

GMT

カトマンズ

6.75 時間

バンコク

7 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

8 時間

東京

9 時間

ソ\ウル

9 時間

アデレード

9.5 時間

ダーウィン

9.5 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

10 時間

ウラジオストク

11 時間

ソ\ロモン諸島

11 時間

ウェリントン

12 時間

フィージー

12 時間

フィールド値言語
国フィールドは オプション で、含む場合は、タイムゾーンフィールドの次です。 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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アフガニスタン
アルバニア
アルジェリア
サモア
アンドラ
アンゴラ
アングイラ
南極大陸
アンチグア（バーブーダを含む）
アルゼンチン
アルメニア
アルーバ
アセンション島
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラディッシュ
バルバドス
ベラルーシ共和国
ベルギー
ベリーズ
ベニン共和国
バミューダ
ブータン
ボリビア共和国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
英領バージン諸島
ブルネイ
ブルガリア
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ブルキナソファ
ブルンジ共和国
カンボジア
カメルーン共和国
カナダ
ケープベルデ島
ケーマン諸島
中央アフリカ共和国
チャド共和国
チリ
中国
コロンビア
コモロ
クック諸島
コスタ・リカ
クロアチア
キューバ
サイプラス
チェコ共和国
コンゴ民主共和国
デンマーク
ディエゴ・ガルシア
ジブティ共和国
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト郊外カイロ
エルサルバドール
赤道ギニア
エリトリア
エストニア
エチオピア
フェロー諸島
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フォークランド島
フィージー諸島
フィンランド
フランス
フランス領 （インド洋）
仏領ガーナ
仏領ポリネシア
ガボン共和国
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ジブラルタル
ギリシャ
グリーンランド
グレナダ
グアドループ
グアンタナモ(米軍基地)
ガテマラ
ギニア共和国
ギニア・ビサオ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
香港
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
イスラエル
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イタリア
コートジボアール共和国
ジャマイカ
日本
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
キリバス
北朝鮮
韓国
クウェート
キルギスタン
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト王国
リベリア共和国
リビア
リヒテンシュタイン公国
リトアニア
ルクセンブルグ
マカオ
マセドニア共和国
マダガスカル
マラウイ共和国
マレーシア
モルディブ
マリ共和国
マルタ共和国
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
マヨット島
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メキシコ共和国
ミクロネシア
モルドバ
モナコ
モンゴル
モンテネグロ
モンセラト
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ナウル
ネパール
オランダ
オランダ領アンティ―ル
ニューカレドニア
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール共和国
ナイジェリア
ニウエ島
ノーフォーク島
北マリアナ諸島
ノルウェイ
オマーン
パキスタン
パラオ
パナマ共和国
パプア・ニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
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ポルトガル
プエルトリコ
カタール
コンゴ共和国
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
サンマリノ
サントメ
サウジアラビア
セネガル共和国
セルビア
セイシェル諸島
シエラ・レオーネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソ\ロモン諸島
ソマリア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
セント・ヘレナ
セント・キッツネイビス
セント・ルシア
サンピエール島・ミクロン島
セント・ヴィンセント島
スーダン
スリナム共和国
スワジランド王国
スウェーデン
スイス
シリア
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台湾
タジキスタン
タンザニア
タイ
トーゴー
トンガ諸島
トリニダッド・トバゴ共和国
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
タークス・カイコス諸島
トゥヴァル
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国（グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国）
アメリカ
ウルグアイ
ウズベキスタン
バヌアツ共和国
バチカン市国
ベネゼエラ
ベトナム
ワリス・フテュナ諸島
西サモア
イエメン
ザミビア
ジンバブエ
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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する
選択したユーザーを CSV ファイルにエクスポートすることができます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。 [エクスポートした csv ファイルをダ
ウンロード]リンクがウィンドウに表示されます。

ステップ 4

リンクを選択してファイルをダウンロードし、指示に従います。

選択したユーザーアカウントを CSV ファイルにエクスポートする
選択したユーザーを CSV ファイルにエクスポートすることができます。 ユーザーアカウントを
CSV ファイルにエクスポートする, （142 ページ）も参照してください。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] を選択します。

ステップ 3

エクスポート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] > [エクスポート]の順に選択し、[OK]で確定します。
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。 [エクスポートした csv ファイルをダ
ウンロード]リンクがウィンドウに表示されます。

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:
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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する, （142 ページ） および コンマまたはタブ区切りファイル
の作成, （127 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] > > [ユーザーのインポート/エクスポート] の順に選択します。
[ユーザーのインポート/エクスポート] ページが表示されます。

ステップ 3

[インポート] をクリックします。
[ユーザーのインポート] ページが表示されます。

ステップ 4

[参照] を選択して、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。
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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。 [エクスポートした csv ファイルをダ
ウンロード]リンクがウィンドウに表示されます。
ステップ 4

任意に、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, （127 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。
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。

ユーザーを見つける
ユーザーは名前、作成日、タイプ、有効期限、またはセッションタイプ順にソートすることがで
きます。 また、様々なフィルターと検索文字列を使用してユーザーを検索することもできます。

ステップ 1

管理サイトにサインインします。

ステップ 2

[ユーザー] を選択します。
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。 [1 ページあたりのユーザー] ドロッ
プダウンメニューを使用して、設定を変更します。

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フィルターを選択します。
• すべてのユーザー
• アクティブユーザー
• 無効なユーザー

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
144

ユーザーを追加する

• 管理者
• 監査者
• 主催者数
• ロックされたユーザー
• 永久ライセンス
• 仮ライセンス
ステップ 4

（任意） 検索文字列を入力します。

ステップ 5

[検索] を選択します。

ステップ 6

（任意） ユーザーを選択し、選択したユーザーに適用する[アクション]を選択します。
• アクティブにする
• 無効
• 削除

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] > > [ユーザーの追加] の順に選択します。

ステップ 3

アカウントタイプ (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。
重要
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。

ステップ 5

ユーザーに割り当てられた権限セクションの[許可されたセッションタイプ]をチェックします。
ハイライトされたセッションタイプの1つを選択すると、セッションタイプの機能が表示されます。

ステップ 6

このユーザーに許可される音声タイプ (テレフォニー権限) を選択します。
コールイン電話会議 では、ユーザーは参加者が電話番号に電話して電話会議に参加する会議を主催するこ
とが可能です。
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コールバック電話会議 ユーザーは参加者が電話会議に参加するために WebEx サービスからの電話を受け
とる会議を主催することが可能です。 各出席者はまず電話番号を発信して、それから電話を切ります。
その後、出席者はサービスからかかってくる電話を受け取ります。
統合型 VoIP ユーザーは電話会議に参加するためにインターネット電話（ボイスオーバー IP) を含むセッ
ションを主催できます。
ステップ 7

[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
このユーザーのユーザーアカウント情報を変更するか、または永久主催者ライセンスを保持しま
す。

重要

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。 SSO を使用してユーザー
のが変更され、そのユーザーがアクティブなままである場合、CWMS 上でそのメールアドレ
スを変更することをお勧めします。システムが同調するまでそのユーザーは通知を受け取れな
くなるからです。
既存ユーザーのメールアドレスに変更した後、そのユーザーは変更メールを持つユーザーがホ
ストした権利委譲（プロキシ）ユーザーによりExchange サーバー、Outlook、CWMS サーバー
がミーティングのスケジュール前に同期するのを待つ必要があります。 また、近変更したメー
ルアドレスの別の主催者のスケジュール決定をすると失敗します。 Outlook のアドレスブック
は1日1度 Exchange サーバーと同期します。 メールアドレスがe Exchange サーバーで変更され
ると、その変更は Outlook に直ちに伝搬されるわけではありません。 同期の前に、ユーザーが
変更したメールアドレスを持つユーザーのためにミーティングを予定しようとする、または代
理の主催者として識別しようとするなら、システムは古いメールアドレスを受信し、通知を送
るのでユーザーは受信できません。 システムを手動で同期することではこの問題を解決でき
ません。 これは CWMS の問題ではなく、Outlook と Exchange の設計によるもだと考えてくだ
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
ステップ 2

[ユーザー] を選択します。
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。 [1 ページあたりのユーザー] ドロッ
プダウンメニューを使用して、設定を変更します。
ユーザーの一覧が表示されます。

ステップ 3

ユーザー名をダブルクリックして、編集するユーザーを選択します。

ステップ 4

[アカウントの種類] を選択します。
監査者は、管理用アクションをシステムの監視から分離します。 (既存のユーザーアカウントを監査者ア
カウントに変更することはできません。 監査者は第 1 管理者が作成する必要があります。 詳細について
は、監査者ロール, （59 ページ）を参照してください。）
主催者はライセンスが割り当てられている場合、ミーティングをスケジュールし、開始できます。 主催者
は同時にミーティングを 2 つ開始できますが、3 番目のミーティングを開始しようとすると、エラーを受
け取ります。
監視者は [ユーザーの追加] ページで作成されます。 管理者はシステム展開中に設定を構成でき、他のユー
ザーを主催者、管理者、SSO 管理者、または LDAP 管理者にできます。 監査者がシステムで構成されて
いる場合、管理者はアプリケーション監査ログ設定を構成できません。
SSO または LDAP 管理者 は、システムが稼働した後に構成設定を変更できます。 これらのユーザーは、
システムが SSO 統合システムまたは LDAP 統合システムにあるとき、システムに同期されます。 システ
ムに適用されるオプションだけがアカウントタイプとして表示されます。 SSO および LDAP 管理者は
WebEx サイトの URL にサインインして、[管理サイト] リンクを選択すると、管理サイトに接続します。
このタイプの管理者は [ユーザーの追加] ページで他の管理者をし、ユーザーを主催者にし、または他の
ユーザー (SSO 統合または LDAP 統合システムで同期) を SSO 管理者または LDAP 管理者にできます。

ステップ 5

[アカウント情報] のセクションでフィールドを有効にするために変更します。 *のついたフィールドは必
修項目です。

ステップ 6

（任意） このユーザーにミーティングを主催するための永久ライセンスを与える場合、[ライセンスを保
存する] を選択します。
通常、利用可能な場合であれば、主催者ライセンスは、ユーザーがミーティングを最初に主催するときに
与えられます。 このオプションでは、利用可能なライセンスをライセンスプールに保持しておき、ライセ
ンスのないユーザーがミーティングを主催するときにライセンスを割り当てます。 詳細については 主催
者ライセンスについて, （328 ページ） を参照してください。

ステップ 7

（任意） [ユーザーの次回のサインイン時にパスワードの変更を要求]を選択します。
SSO または LDAP がシステムで有効である場合、この機能はホストアカウントに対して無効になります。
これは管理サイトへのサインインに使われる管理者と監査者パスワードにのみ利用できます。 管理者と監
査者は SSO または LDAP 認証情報をWebEx サイトへのサインインに使います。

ステップ 8

ユーザーに割り当てられた権限セクションの[許可されたセッションタイプ]をチェックします。
ハイライトされたセッションタイプの1つを選択すると、セッションタイプの機能が表示されます。

ステップ 9

このユーザーに許可される音声タイプ (テレフォニー権限) を選択します。
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コールイン電話会議 では、ユーザーは参加者が電話番号に電話して電話会議に参加する会議を主催するこ
とが可能です。
コールバック電話会議 ユーザーは参加者が電話会議に参加するために WebEx サービスからの電話を受け
とる会議を主催することが可能です。 各出席者はまず電話番号を発信して、それから電話を切ります。
その後、出席者はサービスからかかってくる電話を受け取ります。
統合型 VoIP ユーザーは電話会議に参加するためにインターネット電話（ボイスオーバー IP) を含むセッ
ションを主催できます。
ステップ 10 [保存] を選択します。
変更は保存されます。 パラメータを保存してもアカウントのステータスは変更されません。 (ユーザーま
たは管理者のアクティベートまたは非アクティベート, （153 ページ）を参照。)

ユーザーメールを変更
バージョン 2.7以前、CWMS ではユーザーメールは一意の識別子として使用されていました。 （よ
り以前のバージョンでメールを変更するとアカウントに関連するデータが失われます。） バー
ジョン 2.7 ではん、（メールアドレス以外の）一意の識別子は事前に予定された定期および繰り
返しのミーティング、ミーティングの録画、ユーザーアカウント情報にユーザーを関連付けるた
めに使用します。 ユーザーメールは CWMS 管理（ローカルユーザー用）またはリモートユーザー
用の アクセサリデバイスのアクセサリデバイス管理者が変更できます。 メールの変更は CSV ファ
イルをインポートすることでもできます。
CWMS バージョン2.7 インストール後またはアクセサリデバイスのユーザーメール変更後、ユー
ザーを Cisco Unified Call Manager (CUCM) に同期して CWMS データベースを更新する必要があり
ます。 最初のユーザー同期と同じメールアドレスを持つ CUCM は照合され更新されます。 一致
するものがない場合、新規ユーザーエントリが作成されます。 （CWMS はグループ ID (objectGUID
niqueidentifier）を CUCM で記録を追跡するために使用し、これによりメールアドレスが変更でき
ます。）
ユーザーメールSSO を変更
バージョン 2.7 以前、一意識別子として使われる IdP サーバーの唯一のフィールドは電子メールで
す。 バージョン 2.7 から、静的な、一意の AD フィールドは NameId として使用できます。 CWMS
データベースで、NameId は CorUser フィールドのSSO_NAMEID 記録として保存されます。 この
フィールドは初回ユーザーが CWMS にログオンする時に入力されます。 システムはまず NameId
値を使ってユーザーを照会しようとします。 NameId でユーザーを照会できない場合、メールで
記録を照会します。 ユーザーのメールが変更されると、 IdP 上のマッピングは NameId 用の異な
るフィールドを使うために変更する必要があります。 初回同期後にユーザーのメールが変更され
ると、そのユーザーは CWMS で更新されます。 この機能を適切に動作させるには、自動アップ
デートを有効にする必要があります。
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セッションタイプ
セッションタイプがスケジュール済みセッションで利用できる機能とオプションを定義します。
新規ユーザーのデフォルトとして設定できる定義済みセッションが1つあります。
最大4つのカスタムセッションタイプ（Pro1 からPro4）を定義済みセッションタイプに基づき作成
できます。 カスタムセッションタイプは特定のユーザーに割り当ててミーティングの安全性、帯
域、ユーザーが利用可能な会議オプションを管理できます。 例えば、セッションタイプを使って
特定のユーザーがスクリーンを共有することを防ぐことができます。 デスクトップ共有オプショ
ンが含まれないカスタムセッションタイプを作成し、それから、ユーザーのアカウントを編集し
て、このセッションタイプだけに特定のユーザーを割り当てます。
ミーティングで有効になったオーディオ権限がオーディオセクションの下にリスト化されます。
オーディオ権限はミーティングタイプを変えることによってのみスケジュールページから編集で
きます。
オーディオ権限は以下に影響を受けます。
• サイトの設定
• ユーザー権限
• セッションタイプ権限
権限を有効にするには、サイト、ユーザー、セッションタイプにおいて行う必要があり、3つすべ
てが真である必要があります。
これら 3 つの音声オプションで共通のものがない場合には、システムはサイトとユーザーの間で
共通の音声オプションを検索します。 サイトとユーザーの間で共通のオプションがない場合に
は、システムはサイトの音声設定を使用します。
[今すぐミーティング] 機能使用時：
• セッションタイプを変える選択はありません。
• ミーティングで使用されるセッションタイプは主催者の割り当てられたセッションタイプの
リストで最初に来ます。そして、セッションコードのアルファベット順にソートされます。
• 選択したセッションタイプはミーティング詳細ページで見られるようになります。
生産性向上ツールを使ってミーティングのスケジュール決定をする場合、主催者はユーザーが許
可されるセッションタイプリストからセッションを選択できます。
定義済みセッションタイプは無効にできません。カスタムセッションタイプのみが有効化/無効化
できます。
新規ユーザーIDが作成されると割り当てられたデフォルトセッションタイプを選択できます。
デフォルトセッションタイプが以下によってシステムに追加された新規ユーザーに適用されます。
• LDAP サーバーとの同期。
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• I新規ユーザーように設定されたセッションタイプフィールドを持たない csv ファイルのイン
ポート。
• SSO サインインによるシステムへのユーザーの追加。
• 管理コンソールでの新規ユーザーの追加。 セッションタイプ「新規ユーザーのデフォルト」
がデフォルトで選択されます。

カスタムセッションタイプを作成する
プロフェッショナルセッションタイプとして最大4つ（Pro1 から Pro4）までカスタムセッション
タイプを作成できます。 一旦セッションタイプを作成すると、削除できませんが、変更や無効に
はできます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セッションタイプ] > [カスタムセッションタイプの追加]の順に選択します。
[カスタムセッションタイプの追加] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

カスタムセッションタイプの名前を入力します。
セッション名は一意である必要があります。

ステップ 4

セッションタイプに加えたい機能を選択します。
セッションタイプの機能, （150 ページ）を参照してください。

ステップ 5

[保存] を選択します。
セッションタイプが [セッションタイプの一覧] に追加されます。

次の作業
セッションタイプをユーザーに割り当てます。

セッションタイプの機能
機能

選択

アプリケーション共有

プレゼンタが 1 個以上のアプリケーションを表
示してソフトウェアのデモンストレーションや
ドキュメントの編集を行うことを許可します。

アプリケーション共有 - リモートコントロール 参加者による、プレゼンタが共有しているアプ
リケーションのリモート操作のリクエストを許
可します。
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機能

選択

デスクトップ共有

プレゼンタが彼らのコンピュータ全体 (アプリ
ケーション、ウィンドウ、ファイルディレクト
リ、マウスの移動などを含む) を共有すること
を許可します。

デスクトップ共有 - リモートコントロール

参加者は、プレゼンタのデスクトップのリモー
トコントロールのリクエストができます。

ネットワークベースの記録

主催者が、ネットワークサーバー上にミーティ
ングを録画することを許可します。

ビデオ

ビデオの機能の有無を指定します。 ビデオが有
効な場合、ミーティングの開始時に、既定で参
加者のビデオパネルが開いている、最小化され
ている、または閉じているかを指定します。

Webtour—リモートコントロール（Web ブラウ
ザ共有）

参加者がミーティング中にウェブブラウザおよ
び関連するウェブコンテンツを共有することを
許可します。

カスタムセッションタイプを有効または無効にする
プライマリセッションタイプやユーザーに割り当て済みのカスタムセッションタイプは無効にで
きません。

はじめる前に
カスタムセッションタイプを無効にする前に、すべてのユーザーのセッションタイプを無効にし
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セッションタイプ] > [セッションタイプのリスト]の順に選択します。

ステップ 3

カスタムセッションタイプのチェックボックスにチェックを入れるか（アクティブ化）外し（非アクティ
ブ化）ます。

ステップ 4

[保存] を選択します。
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新規ユーザーのデフォルトセッションタイプの設定
デフォルトで新規ユーザーのユーザー ID を作成する際、割り当てるセッションタイプを管理でき
ます。 デフォルトセッションタイプはLDAP サーバーへの同期、設定されたセッションタイプ
フィールドがない csv ファイルからのインポートで追加でき、新規ユーザーもしくはログインに
よりシステムに追加されるユーザーに割り当てられます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セッションタイプ] > [セッションタイプのリスト]の順に選択します。

ステップ 3

新規ユーザーが作成された際に割り当てられる新規ユーザーのデフォルト セッションタイプを選択しま
す。

ステップ 4

[保存] を選択します。

ホストアカウント用にセッションタイプを有効化または変更
[ユーザー] ページのコラムからユーザーを選択してセッションタイプをユーザーに関連付けるこ
とができ、なたは[ユーザーの編集] ページでセッションタイプを有効化または無効化する以下の
手順に従います。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー]を選択します。

ステップ 3

リストからユーザーを選択します。

ステップ 4

ユーザーに割り当てられた権限セクションの[許可されたセッションタイプ]をチェックします。
ハイライトされたセッションタイプの1つを選択すると、セッションタイプの機能が表示されます。

ステップ 5

このユーザーに許可される音声タイプ (テレフォニー権限) を選択します。
コールイン電話会議 では、ユーザーは参加者が電話番号に電話して電話会議に参加する会議を主催するこ
とが可能です。
コールバック電話会議 ユーザーは参加者が電話会議に参加するために WebEx サービスからの電話を受け
とる会議を主催することが可能です。 各出席者はまず電話番号を発信して、それから電話を切ります。
その後、出席者はサービスからかかってくる電話を受け取ります。
統合型 VoIP ユーザーは電話会議に参加するためにインターネット電話（ボイスオーバー IP) を含むセッ
ションを主催できます。
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ステップ 6

[保存] を選択します。

アカウントのロック解除
不正なアクセスを防止するため、システムがアカウント所有者のアカウントを自動的にロックす
ることがあります。 この機能はデフォルトでオフになっています。 障害の数や不使用の期間な
ど、アカウント所有者をロックする条件、およびアカウントをロックする時間（分）を構成する
ことができます。
アカウントをロックすると、システムはロックしたアカウントの所有者およびすべての管理者に
対して、アカウントのロックを知らせる電子メールを送信します。
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。
E メールによるアカウントのロック解除
ロックされたアカウントの所有者または管理者は、メールでアカウントのロック解除を選択して、
アカウントのロックを解除することができます。 このオプションはデフォルトでオフになってい
ます。
ユーザープロファイルによるアカウントのロック解除
システムからロックされていない管理者は、 [ユーザー] タブのリストからロックされたアカウン
トを選択して、 [ユーザーの編集] ページを表示し、そのページの上部に表示されるメッセージ内
の [ロック解除] リンクを選択して、アカウントのロックを解除し、アカウント所有者にアカウン
トのロックを解除したことを知らせることができます。 このオプションは常にオンです。
特定の管理者のアカウントがロックされている場合、別の管理者が [ユーザーの編集] ページの上
部に表示されているメッセージ内の[ロック解除] リンクを選択して、ロックされた管理者の代わ
りにアカウントのロック解除を行うことができます。
タイマーの期限が切れるまで待機
アカウントがロックされており、オプションのタイマーが設定されている場合、アカウント所有
者はタイマーの期限が切れたときにログインすることができます。

ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティベート
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
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ントをアクティブ化できます。 詳細については、CSV ファイルからのユーザーアカウントのイン
ポート, （142 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] を選択します。

ステップ 3

有効にしたい無効ユーザーのチェックボックスを選択します。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] > [有効化]または[アクション] > [無効化]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 アカウントの削除
主催者および管理者のアカウントを削除できます。 削除中のユーザーデータに加えて、このユー
ザーが主催することになっていた今後のミーティングと定期的なミーティングも削除されます。
ミーティングに代替主催者がいた場合でも、今後のミーティングと定期的なミーティングはやは
り削除されます。 過去のミーティングは 6 か月保持されます。これらはレポート、請求、ライセ
ンス、および監査で必要だからです。
削除されたユーザーが所有していたミーティングの録画は、6 か月保持されます。 録画のアクセ
ス、ダウンロード、または再生を行う権限を持っていたユーザーは権限は保持されます。 6 か月
が経過すると、ミーティングの録画には削除のためのマークが付けられます。または別のユーザー
に転送されます (ユーザ管理, （253 ページ）およびパスワード全般設定 (v2.8 以降), （255 ページ）
を参照してください)。 あるユーザーが削除され、その後 6 か月以内に復帰した場合、これらの録
画は再びそのユーザーに関連付けられます。
削除されたユーザーが所有していたミーティングの録画は、6 か月保持されます。 録画のアクセ
ス、ダウンロード、または再生を行う権限を持っていたユーザーは権限は保持されます。 6 か月
が経過すると、ミーティングの録画には削除のためのマークが付けられます。または別のユーザー
に転送されます (「一般的なパスワード設定 (v2.7 以前)」を参照してください)。 あるユーザーが
削除され、その後 6 か月以内に復帰した場合、これらの録画は再びそのユーザーに関連付けられ
ます。
アカウントを削除すると、アカウントの保有者は以下が行えないようになります。
• レポートやリストに表示されること。
• ウェブページ、Outlook プラグイン、携帯アプリケーションからのサインイン
• ミーティングの主催と参加
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• システム管理（ユーザーが管理者の場合）

（注）

管理者は自分のアカウントを無効化できません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] を選択します。

ステップ 3

削除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] > [削除]の順に選択し、[OK]で確定します。
選択したアカウントは削除され、アカウントはリストから除かれます。

ファイルに基づいてユーザーを削除する
ファイルに基づいてユーザーをまとめて削除するには、以下の手順に従います。

はじめる前に
削除対象のファイルに非 ASCII 文字が含まれる場合、ユニコードカンマまたはタブのデリミタが
使用されていることを確認してください。

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

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。 このダッシュボードを使用して、
システムのすべてのデータセンターを管理しま
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 [ユーザーの削除]ウィンドウが表示されます。
ト] > [削除]の順に選択します。

ステップ 3

対象とするユーザーファイルを参照します。

ステップ 4

[区切り記号] タイプを選択します。

ステップ 5

[削除] 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使用して、プロジェクトまたは部門のデータの準備など、ミーティングの
目的を分類します。 トラッキングコードは、ユーザーの追加または編集を行うときに、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、以下のパラメーターを構成します。
• トラッキングコードグループ–ユーザーの追加または編集を行う際に、アクティブなグルー
プを選択することができます。
• 入力モード–ユーザーの作成または編集を行う際のトラッキングコードパラメーターの表示
方法を制御します。
• 使用法–グループを表示すること、オプションのエントリとすること、または必須のエント
リとすることを禁止します。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] > > [トラッキングコード] の順に選択します。

ステップ 3

（任意） [トラッキングコードグループ]列に構成したい各グループの名前を入力します。
デフォルトのグループ名は部門、部署、プロジェクト、カスタム5～カスタム10 です。 どのグループ名で
も変更することができます。
（注）

ステップ 4

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。

[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] を選択します。 管理者はユーザーの作成または編集を行うテキストフィールドにト
ラッキングコードを入力します。
• [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, （157 ページ）を参照してください。

ステップ 5

[未使用] を選択すると、ユーザーの作成または編集を行うときに、トラッキングコードを非表示にするこ
とができます。 [オプション]を選択すると、トラッキングコードを表示はしますが、必須ではありませ
ん。 [必須]を選択すると、ユーザーへのトラッキングコードの割り当てが必須になります。

ステップ 6

[保存] を選択します。
トラッキングコードのパラメーターを保存しました。
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トラッキングコードの編集
トラッキングコードのリストはユーザーの追加または編集時に表示される特定のグループに関連
付けることができます。 この機能によって、ドロップダウンメニューでトラッキングコードを選
択したときに表示されるトラッキングコードが管理されます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

ドロップダウンメニューにトラッキングコードを列挙させたいグループの [入力モード] 列で [ドロップダ
ウンメニュー] を選択します。
[テキスト入力]を選択すると、グループの横に入力フィールドが表示され、管理者はそこに任意の有効な
文字列を入力することができます。

ステップ 3

（任意） [ドロップダウンメニュー]を選択して、 [リストの編集] を選択すると、このトラッキングコー
ドに値を構成することができます。 [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。
コードの作成、編集、または削除に加わえて、コードのアクティベート解除またはアクティベートを行っ
たり、リスト内のコードをデフォルトのコードとして指定したりすることもできます。
• [アクティブコードのみ表示] を選択して、アクティブなトラッキングコードのみを表示します。 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のコードを入力します。 この文字列は 128 文
字に制限されています。 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。 トラッキングコードの最大
数は、500 行です。
• [デフォルト]を選択して、特定のコードをデフォルトの選択にします。
• 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。
• [更新] を選択してコードをグループに関連付けます。 [トラッキングコード] ウィンドウに戻ってきま
す。

ステップ 4

[保存] を選択して、設定を保存します。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
157

ディレクトリ統合の設定

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Cisco WebEx Meetings Server ユーザーデータベースに
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、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、
Cisco WebEx Meetings 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/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-configure.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
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◦ Cisco ディレクトリ同期を有効にします
◦ LDAP 統合を設定します
◦ LDAP 認証を設定します
CUCM を使った AXL ウェブサービスとディレクトリ同期の設定, （164 ページ）とCUCM を
使った LDAP 統合と認証の設定, （164 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。

（注）

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 Cisco WebEx Meetings 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。 Cisco WebEx
Meetings Server 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 Cisco WebEx Meetings 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主催者ライセンスの
管理, （327 ページ）の「ライセンス管理」を参照してください。

• 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 Cisco WebEx Meetings Server 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、Cisco WebEx Meeting 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 Cisco WebEx Meetings Server 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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• Cisco WebEx Meetings 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、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 Cisco WebEx にサインインできません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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]の順に選択します。

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。
（注）

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。

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、選択した CUCM グループの全ユーザーを同期します。 選択されていな
い場合、システムはディレクトリサービスのユーザープロファイルの最新アップデート以降にアップデー
トされたユーザー、または選択された CUCM グループに追加されたユーザーのみを同期します。
このオプションは次の手順の [今すぐ同期] のみに影響を与えます。スケジュールされた（Next）同期には
影響を与えません。
このアクションは、CUCM サーバーが CWMS で変更された場合、ユーザーの電子メールアドレスが CUCM
で変更された場合、またはユーザーが CUCM 上のグループから削除された場合などに実行することを推
奨します。
CUCM 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。
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• [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。
MDC システムでは、システム性能の低下を避けるため、各データセンターの同期は異なる時間に実行す
るか、1 つのデータセンターのみでアクティブにする必要があります。
[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。
CUCM 属性

Cisco WebEx Meetings Server 属性

名

名

姓

姓

メール ID

メールアドレス

（注）

Cisco WebEx Meetings Server の姓と名前はユーザーに表示されるフルネームの構成要素です。

Cisco WebEx Meetings Server にマッピングされた属性はエンドユーザーがアップデートすること
はできません。
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Cisco WebEx Meetings Server にインポートされます。 あるユーザーが最初ローカルで作成され
その後ディレクトリ同期で上書きされた場合、このユーザーはローカルユーザーではなくリモートユー
ザーになります。
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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。
（注）
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, （312 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 Active Directory
サーバーを使うことを推奨します。 LDAP 認証を有効にした後、すべての参加者は LDAP 資格
情報を使って WebEx のサイトにサインインする必要があります。
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 Cisco WebEx Meetings Server
システムにアカウントができたことやアカウントが変更されたことを通知するようにできます。 任意で
[自動で通知を送信] を選択でき、これにより各同期後に新規に追加されたユーザーに自動でメールを送信
します。 認証設定（たとえば、LDAP の有効化）を変更すると、 ユーザーパスワード変更メールが関係
あるユーザーに送られます。
[今通知]を選択した場合
• 全ユーザーは有効期間中に 1 回だけ通知を受け取ります。 その後同期してもメールは送られません。
• 「通知を必要とするユーザー」はアクティブでまだ通知を受け取っていないユーザー全員を表してい
ます。
• 非アクティブユーザーとローカルユーザーには通知が送られません。
• Cisco WebEx Meetings Server にローカルユーザーを追加すると、そのユーザーにメールが送られま
す。 ただし、このユーザーは WebEx のサイトにサインインする前に CUCM Active Directory サーバー
に追加される必要があります。
• 同期機能を使って追加されたユーザーには通知を送信することだけできます。
• メール通知がユーザーに送られるまで数分かかることがあります。 この遅延は、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。
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• システムのローカル上で作成されたユーザーにユーザーパスワード変更メールが送信されます。
これらのメールテンプレート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 (v2.7 以降), （259
ページ）を参照してください。
これらのメール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 (v2.6 以降)」を
参照してください。
（注）

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。

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 Cisco WebEx Meetings
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

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[ユーザー] > [ディレクトリ統合]の順に選択します。

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。
（注）
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。
[保存] を選択します。

ステップ 5
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。
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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。
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。
（注）

ステップ 7

同期プロセス中にインポートされたユーザー、または無効になったユーザーに関するサマリ情報について
は、[ログを見る] を選択します。

CUCM を使った AXL ウェブサービスとディレクトリ同期の設定
CUCM を使ってAXL ウェブサービスとディレクトリ同期を設定します。

はじめる前に
ディレクトリ統合機能を使う前に、この手順を実行します。 詳細については、ディレクトリ統合
の設定, （158 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] > [サービスのアクティベーション]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。
（注）
Cisco Unified Call Manager (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。

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, （164 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。

重要

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。
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（注）

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。

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, （158 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]の順に選択します。

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 Microsoft Active Directory、ユーザー
ID の LDAP 属性の sAM アカウント名、[保存する] を選択します。

ステップ 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, （164 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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] > [ユーザーにメール送信] 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。
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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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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, 167 ページ
• システムの管理, 174 ページ
• 全般設定を行う, 180 ページ
• サーバーの設定, 182 ページ
• SNMP の設定, 195 ページ
• ミーティングの録画を管理する, 205 ページ
• システムバックアップ, 206 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

（任意） 各仮想マシンに対してスナップショットを撮影します。 (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。)

ステップ 4

[システム] > [詳細]を選択します。

ステップ 5

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。
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、ホスト名を維持しながらの仮想マシンの IP アドレスの変更, （169 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、仮想マシンはリブートされます。

ステップ 7

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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
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。 詳細については次を参照してください。証明書の管理, （287 ページ）

ホスト名を維持しながらの仮想マシンの 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, （167 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, （167 ページ）の手順を使用して、仮想マシンの一時的ホスト名を元のホス
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。

プライベートおよびパブリック仮想 IP アドレスの変更

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
169

システムプロパティの設定

[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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。
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• 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。
• 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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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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。
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。

CWMS サブネットの変更
CWMS サブネットの変更手順

はじめる前に
同じ DNS サーバーを残しておきたい場合、変更が完了するまで、元の DNS のエントリを保管し
ておきます。DNSサーバーを変更する場合、サーバーを変更し、メンテナンスモードをオフにし
てから、サブネットを変更します。
同じ完全修飾ドメイン名（FQDN）は残し、IP アドレスのみ変更したい場合、一時的な名前を使
用して、2 段階の手順で実行します。 通常、サーバーの IP アドレスを変更するのは、その名前を
変更する場合のみです。 これは DNS エントリを変更するためだけの目的で変更することを避け
るためです。 ただし、管理者 URL およびサイト URL はこの類ではありません。 すべての管理上
の変更を行うコンピューターが管理者 URLページを参照することができない場合があるかもしれ
ません。 その場合、変更のたびに ping nslookup を実行し、必要に応じて、ローカル PC DNS キャッ
シュをフラッシュしてください。
CWMS のすべてのバージョンについて、以下の手順をお勧めします。
• メンテナンス作業を開始する前に、リモートサポートアカウントを作成します。
• IP アドレスの変更が完了したら、新しい証明書を申請します。 この間、システムは自己署名
証明書を使用することができます。
• DNS エントリが作成され、準備が整っていることを確認します。 仮想マシンが再起動しな
かった場合、管理者仮想マシンのみ再起動して、ネットワークアダプター #2 の割り当てを
変更します。 IRP はアップのままのはずなので、管理者仮想マシンの再起動が確認できれ
ば、ネットワークアダプター #2 の割り当てを変更することができます。

（注）

ステップ 1

サブネット変更の秘訣は、仮想マシンの設定を仮想 NIC を別の VLAN に移す
ことです。単純に、電源をオフにして、システムを変更し、電源をオンにす
ることはできないからです。メンテナンスモードをオフにして変更を適用し、
すべての仮想マシンを再起動する必要があります。 仮想マシンの再起動後に
VLAN の変更に失敗した場合、ネットワークインターフェースは表示されま
すが、通信することはできません。

新しいアドレスを指している新しい（または一時的な）名前に対して新しい DNS エントリを作成します。
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a) 管理者ウィンドウに移動して、サーバーを 1 つずつ開き、新しい FQDN を入力していきます。
b) メンテナンスモードをオンにする
c) 新しいサブネットについて、すべてのパラメーターが正しいことを確認します（サブネットマスクや
ゲートウェイはしばしば忘れられます）。
ステップ 2

変更を行ったら、各サーバーに戻り、FQDN が正しく入力されていることを確認していきます。

ステップ 3

メンテナンスモードをオフにして、仮想化マシンの vSphere クライアント内のコンソールを監視します。

ステップ 4

仮想マシンの再起動が完了したら、ネットワークアダプター 1 の VLAN を変更します。（これは稼働させ
たままで実行できます。システムをオフにしてから、再びオンにする必要はありません。）
メンテナンスモードをオフにしてから再起動が完了するまで時間がかかることがあります。 システムの再
起動が完了すると、システムは稼働しますが、（仮想 IP アドレス）VIP は管理者ノードとは異なるサブ
ネット上を示します。 これが受け入れられるのは一時的です。

ステップ 5

[VIP] ページを開いて、パブリック VIP およびプライベート VIP の IP アドレスを編集します。
設定にもう一度アクセスして、変更が正確に行われたことを確認します。

ステップ 6

（任意） [全般設定] を開いて、URL を変更します（この変更を計画している場合のみ）。 このプロセス
では一時的な値は不要です。 サイト URL を変更した場合、元のミーティングリンクは有効ではなくなり
ます。

ステップ 7

メンテナンスモードをオフにする システムが再起動されます。 リブートするはずですが、再起動のみで
リブートには失敗することがあります。 仮想マシンのコンソールを監視します。 メンテナンスモードを
オフにしているとき、システムですべてのノードをリブートすることはできなかった場合、手動で管理者
ノードをリブートします。
システムが再起動されます。 リブートするはずですが、再起動のみでリブートには失敗することがありま
す。 仮想マシンのコンソールを監視します。 メンテナンスモードをオフにしているとき、システムです
べてのノードをリブートすることはできなかった場合、手動で管理者ノードをリブートします。

ステップ 8

リブート後、仮想マシンが再起動したら、直ちにネットワークアダプター 2 の VLAN を変更します。
システムの電源をオフにしてオンにする必要はありません。
システムは新しいサブネットに収容されています。

次の作業
一時的な名前を使用している場合、以下の手順を実行します。
1 DNS で、永久名を新しい IP アドレスに接続します。 新しい IP アドレスの FQDN の変更が必
要になることもあります。 CWMS の管理者ページに移動し、サーバーを 1 つずつ開いて、永
久名を入力していきます。
2 オプションで、URL を編集します。
3 メンテナンスモードをオフにする
4 システムがリブートしたら、DNS から未使用のエントリを削除します。
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5 管理者 URL にアクセスして、システムが正常に稼働していることを確認します。 NFS 上の
ミーティングの録画へのアクセスをテストすること、および新しい録画を作成してシステムを
テストすることもお勧めします。
6 CUCM トランクを十分にテストし、必要に応じて、IP アドレスを変更します。

システムの管理

ステップ 1

[システム] タブを選択し、[管理] を選択します。

ステップ 2

それぞれのシステム処理を起動するには
• システムをアップデートするには、[アップデート] > [続行]を選択します。 バージョン 2.5 以降のデー
タセンターのアップデート , （81 ページ）を参照してください。
• システムをアップグレードするには、[アップグレード] > [続行]を選択します。 アップグレードを開
始する前に, （87 ページ）を参照してください。
• システムを拡張するには[システムサイズの拡張] > [続行]を選択します。 システム拡張の準備, （73
ページ）を参照してください。
• 高可用性を追加または削除するには、[高可用性の追加 (削除)] > [続行]を選択します。 高可用性 (HA)
をシステムに追加するための準備, （65 ページ）を参照してください。
• パブリックアクセスを追加または削除するには、[パブリックアクセスの追加 (削除)] > [続行]を選択
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, （174 ページ）を参照してください。
• 仮想マシンの削除または置き換えを行うには[仮想マシンの削除 (置き換え)] > [続行]を選択します。
仮想マシンの置き換え, （179 ページ）を参照してください。

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
MDC 環境における Internet Reverse Proxy (IRP) の要件:
• 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。
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• 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。
内部インターネットリバースプロキシトポロジの詳細は、 『Cisco WebEx Meetings Server プラニン
グガイド』) 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。

（注）

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。
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。
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（注）

V2.7 システムを実行している場合には、現在のシステムと同じベースバージョ
ンの v2.7 OVA を使用してください。 たとえば、元々 2.5.1.29 OVA を使用し
て内部仮想マシンを展開しており、その後システムを2.7.1.12バージョンにアッ
プデートしていたとします。 IRP 仮想マシンを展開するのに 2.5.1.29 OVAファ
イルを使用し、パブリックアクセスを追加すると、プロセスは,"The primary
system is a different version than the Internet Reverse Proxy virtual machines." （「プ
ライマリシステムはインターネットリバースプロキシ仮想マシンとはバージョ
ンが異なります」。) "Redeploy the Internet Reverse Proxy virtual machines by using
the same OVA file used to deploy the primary system."(「プライマリシステムの展
開で使用したものと同一の OVA ファイルを使って、インターネットリバース
プロキシ仮想マシンを再展開してください」。)というメッセージを出して、
失敗します。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
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。
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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, （287 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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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削除
はじめる前に
VMware Data Recovery または VMware vSphere Data 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。
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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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, （174 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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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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仮想マシンの置き換え
システム全体をダウンさせることなく仮想マシンを復元するには、以下の手順に従います。

ステップ 1

vCenter に移動し、元のシステムの展開で使用したものと同一の OVA ファイルを使って、置き換え用の仮
想マシンを展開します。

ステップ 2

[システム] タブを選択します。

ステップ 3

データセンターを選択し、[管理] を選択します。

ステップ 4

[仮想マシンの置き換え] > [続行]を選択します。
[仮想マシンの置き換え] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5

置き換え対象の仮想マシンを選択します。
一度に2つ以上の仮想マシンを選択することができます。プライマリ管理仮想マシンを置き換えることは
できません。 (セカンダリ管理仮想マシンを置き換えることはできます。)

ステップ 6

[仮想マシンの削除] を選択します。
続行するように求められます。 続行すると、システムをメンテナンスモードになります。 このページは、
離れて後ほど戻ることができます。 置き換え対象の仮想マシンがオンの場合には、システムはその仮想マ
シンをオフにし、オンに戻らないようにブロックします。 仮想マシンがオフの場合には、パワーオンのブ
ロックは実行されません。

ステップ 7

[展開ステータス]コラムに待機中と表示されたら、vCenter に移動し、置き換え用の仮想マシンをオンにし
ます。
OVA による元の展開以後にシステムがアップデートしていた場合、仮想マシンはシステムにマッチする
よう自動的にアップデートされます。

ステップ 8

[管理] ページで、置き換え用仮想マシンの完全修飾ドメイン名を入力し、[仮想マシンの追加] を選択しま
す。
仮想マシンの検証が行われます。 システムに [完了] と表示されるまで、数分かかることがあります。

ステップ 9

[完了] を選択して、ダッシュボードに移動します。

ステップ 10 メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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
古い仮想マシンを削除します。 (パワーオン状態になっていなければ。)
マルチデータセンター環境においては、一度に 1 箇所のデータセンターの仮想マシンを、1 回の
メンテナンスモードサイクルで置き換えてください。 他方のデータセンターの仮想マシンを置き
換えるには、他方のシステムに切り替えて、この手順を繰り返します。

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、 [システム] > [プロパティ] で管理されます。

WebEx サイトの設定を変更する
元の WebEx サイト URL を新規 URL に変更するためにこの処理を使用します。 元の WebEx サイ
ト URL の設定は、実装時に行います。 MDC システムで、 WebEx 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。
変更後、ホスト名から来るシステムトラフィックは、現在設定したもの以外はドロップされます。

はじめる前に
変更を保留にしているユーザーに通知し、変更を行う前に保存する記録をダウンロードするよう
推奨することをお勧めします。
ユーザーが元のURLを使おうとすれば、以下ができません。
• ミーティングの主催または参加
• ウェブページ、生産性向上ツール、モバイルアプリケーションからのログイン
• 記録の再生

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
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ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。
ステップ 3

[システム] > > [(設定/全般設定) 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

これがMDC システムの場合、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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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, （287 ペー
ジ）を参照してください。
• 主催者にすべてのミーティングを再スケジュールするよう通知します。

管理サイト設定を変更する
元の管理サイト URL を新規 URL に変更するためにこの処理を使用します。 元の管理サイト URL
設定は、配備時に行います。 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。 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。

はじめる前に
変更を保留にしているユーザーに通知し、変更を行う前に保存する記録をダウンロードするよう
推奨することをお勧めします。
ユーザーが元のURLを使おうとすれば、以下ができません。
• ミーティングの主催または参加
• ウェブページ、生産性向上ツール、モバイルアプリケーションからのログイン
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• 記録の再生

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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, （287 ページ）を
参照してください。
主催者にすべてのミーティングを再スケジュールするよう通知します。

サーバーの設定
この機能は以下のサーバーの設定に使用します。
• SMTP サーバー - SMTP サーバーは、Cisco WebEx Meetings Server から送信先へのメール送信
の処理を行います。
• ストレージサーバー - NFS サーバーは、すべての録画ミーティングが保存されるストレージ
サーバーです。
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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, （145 ページ）を参照。)
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。

重要

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。
パスワードに ^、&、*、()、_、+、または /\ といった特殊文字が使用されていると、CWMS は
Exchange との接続を確立することはできません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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)。
（注）

ステップ 7

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。

（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。
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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2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
ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティベート, （153 ページ）、ユーザーを追
加する, （145 ページ） および ユーザーの編集, （146 ページ）を参照してください。

NTP サーバーの設定
タイムソースからの正確な時間の取得とコンピュータ接続時のローカルタイムの調整に NTP タイ
ムサーバーが使用されます。 NTP サーバーを使用しないを選択した場合は、ESXi ホストが正し
く設定されていることを確認してください。

重要

NTP はマルチデータセンター (MDC) 環境では必須です。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム] を選択します。

ステップ 3

サーバーで、[詳細] リンクを選択します。

ステップ 4

メンテナンスモードをオンにする (バージョン 2.5 以降でメンテナンスモードの切り替え, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 5

SMTP サーバーで、[編集] リンクを選択します。

ステップ 6

NTP サーバーを指定するか、ローカルサーバーを選択します。
[時間の更新に NTP サーバーを使用する] を選択した場合は、NTP サーバーの IP アドレスを入力する必要
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
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

ストレージサーバーの設定
ディザスタリカバリ（ ストレージサーバーを利用した災害復旧, （192 ページ）を参照）用にシス
テムをバックアップしたり、ミーティングの記録を格納したりする場合、ストレージサーバーを
使用します。 サポートされている保管方法は、ネットワークファイルシステム（NFS）およびセ
キュアストレージ（SSHFS）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。）
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。
ストレージサーバーは、以下を毎日バックアップします。
• 特定のシステム設定
• ユーザー情報
• ミーティング情報
• システムにアップロードされた SSL 証明書
• サイト URL
バックアップは毎日実行され、最初 4:20 a.m.、現地時間に初期設定されます。 Cisco WebEx Meetings
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、システムの連続動作を保証するために、転送速度は 12 MB/秒です。
バージョン 2.5 では、セキュアストレージに以下の新機能が追加されました。
• 暗号化通信。
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• ストレージサーバーアクセスを承認されたアカウントのみに制限。
• 権限を定義済みのユーザーにマッピング。そのため、ストレージの 777 パーミッションは不
要になりました。

制約事項

NFS ストレージサーバーは Cisco WebEx Meetings Server に独占的使用権があります。 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 または SSH ストレージサーバーの追加
毎日のバックアップのデフォルトの時刻を変更します。 ストレージサーバーの選択はシステム設
定により異なります。

はじめる前に
ポート 22 はセキュアストレージで使用されます。
ポート 111, 1110, 2049, 4045 は各種NFS サービスと NFS サーバー実装の NFS 設定用標準ポートで
す。
• NFS トラフィックにはポート 111 （TCP および UDP）および 2049 （TCP および UDP）が必
要です。
• クラスタステータスにはポート 1110 （TCP）が、クライアントステータスにはポート 1110
（UDP）が必要です。
• NFS ロックマネージャーにはポート 4045（TCP および UDP）が必要です。
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。 （NFS ストレージに適用されます。）
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。（
Linux Client を NFS 共有に接続します。, （190 ページ）を参照。）
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。 NFS 共有の構成, （189 ページ）を参照してくだ
さい。
安全なストレージにはオープン SSH サーバーの利用をお勧めします。 （しかし、この機能は SFTP
サーバーの作成から独立しており、このプロトコルに対応するすべてのサーバーで動作するもの
です。）

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

システムタブ上の、サーバーセクションで、 [（サーバー）詳細]を選択します。
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、追加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] または[編集]を選択します。

ステップ 5

NFS または [セキュアストレージ]を選択します。

ステップ 6

（任意） NFSを選択した場合： および そうでない場合、次のステップへ進みます。
a) NFS マウントポイントを入力します。
b) [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。
c) [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

（任意） [セキュアストレージ]を選択した場合。
a) セキュアストレージのユーザー名を入力します。
ユーザー名は小文字で始めます。 ユーザー名をドル記号（ ）で終了できます。
使用可能な文字: 小文字、数字、アンダースコア、ドル記号。 他の文字はすべて禁止します。
b) セキュアストレージのパスワードを入力します。
c) ストレージサーバーの名前を [セキュアストレージのマウントポイント] フィールドに入力します。
使用可能な文字: [A-Z]
禁止文字： /\"

[a-z] [0-9] !#$()+,-:;=_][{}~

' ` %&*<>?|^

d) [保存] を選択します。
システムが入力したマウントポイントを確認します。 ストレージサーバーの追加を知らせるメッセージを
受信します。
ステップ 8

[完了] を選択します。

ステップ 9

（任意） Click the [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、[システムバック
アップのスケジュール] ポップアップウィンドウを表示し、ドロップダウンメニューから時間を選択し、
それから[保存] を選択します。
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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 10 メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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
以下の確認を行ってください。
• 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。

（注）

ユーザーが [Cisco WebEx 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。

NFS ファイルサービスのインストール

ステップ 1

Server Manager を起動します。

ステップ 2

上のメニューで、[管理] を選択します。

ステップ 3

[役割と機能の追加] を選択します。
[開始する前に]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4

[次へ] を選択します。
[インストールタイプの選択] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5

[役割または機能に基づくインストール]が選択されていることを確認し、[次へ] を選択します。
[サーバーの選択] ウィンドウが表示されます。

ステップ 6

[次へ] を選択します。
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[サーバーの役割の選択] ウィンドウが表示されます。
ステップ 7

[ファイルおよびストレージサービス] > の [ファイルおよび iSCSI サービス] を展開して、NFS 用のサー
バー] をチェックします。

ステップ 8

[次へ] を選択します。
[機能の選択] ウィンドウが表示されます。

ステップ 9

[次へ] を選択します。

ステップ 10 インストールの詳細を確認し、[インストール]を選択します。

NFS 共有の構成
NFS 共有の構成:

はじめる前に
NFS ファイルサービスをインストールします。 (NFS ファイルサービスのインストール, （188 ペー
ジ）を参照。)

ステップ 1

ファイルエクスプローラーを起動します。

ステップ 2

NFS 共有に新しいディレクトリを作成します。

ステップ 3

ディレクトリを右クリックして、[プロパティ] を選択します。

ステップ 4

NFS 共有 タブを選択します。

ステップ 5

NFS 共有の管理…を選択します。

ステップ 6

このフォルダを共有を選択状態にし、65534を匿名 UID と 匿名 GID に入力します。
匿名 UIDデフォルト –2。 16 ビットマシンでは、この値はうまくいかない可能性があります。16 ビットの
数字では匿名（nfsnobody） UID –2 が 65534 と等しくなるからです。 （www.troubleshooters.com/linux/nfs.htm
を参照してください。）

ステップ 7

共有名を入力します。
これはユーザーがこの NFS 共有に接続したときに使用される名前です。

ステップ 8

[許可]を選択します。

ステップ 9

[追加] を選択し、接続が許可されたクライアントの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ 10 読み取り書き込みアクセスまたは読み取り専用アクセスから選択し、[OK]を選択します。
ステップ 11 [OKを適用] > を選択します。
NFS 共有は Windows Server 2012 R2 でホストされます。
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次の作業
Linux Client を NFS 共有に接続します。 (Linux Client を NFS 共有に接続します。, （190 ページ）
を参照。)

Linux Client を NFS 共有に接続します。

ステップ 1

Linux サーバーまたはデスクトップにログインします。
オペレーティングシステムのデスクトップバージョンを使用している場合は、端末ウィンドウを開きま
す。

ステップ 2

Windows NFS 共有をマウントする新しいディレクトリを作成します。 例、mkdir/postprod。

ステップ 3

NFS 共有を新しいディレクトリにマウントします。 例、mount.nfs

ステップ 4

クライアントが読み取り書き込みアクセスを持っている場合、新しいファイルを作成して、共有をテスト
します。 例、touch file01.txt

slfileserver01:/postprod /postprod

異なるストレージサーバーへの変更
現在の NFS または SSH NFS から置き換え用の NFS または SSH NFS へストレージサーバーを切り
替えた場合、録画にアクセスするには、録画およびバックアップを新しいストレージサーバーに
転送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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[システム] > （サーバーの）[詳細] > [ステージサーバーの削除] の順に選択します。

ステップ 4

旧ストレージサーバーから新ストレージサーバーへ手動で録画およびバックアップファイルを転送しま
す。
各システムには独自の方法が必要なので、録画およびバックアップを転送する方法については説明できま
せん。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
190

サーバーの設定

ステップ 5

ストレージサーバーのセクションで、[ストレージサーバーの追加] を選択します。

ステップ 6

置き換え NFS マウントポイントまたは置き換えセキュアストレージユーザー名を入力します。
ユーザー名は小文字で始めます。 ユーザー名をドル記号（ ）で終了できます。
使用可能な文字: 小文字、数字、アンダースコア、ドル記号。 他の文字はすべて禁止します。
例：
user1

ステップ 7

置き換え NFS マウントポイントまたは置き換えセキュアストレージパスワードを入力します。
例：
*******

ステップ 8

置き換え NFS マウントポイントまたは置き換えセキュアストレージマウントポイントを入力します。
例：
192.168.10.10:/CWMS/backup

ステップ 9

[保存] を選択します。
置き換え用の NFS マウントポイントまたはセキュアストレージのマウントポイントがシステムによって
確認されます。

ステップ 10 （任意） [はい] を選択して、ディザスタリカバリ手順を実行するか、 [いいえ] を選択してこの手順をス
キップします。
置き換え用のストレージサーバーにシステムバックアップファイルが存在しない場合、この手順は自動的
にスキップされます。 ディザスタリカバリの詳細については、ストレージサーバーを利用した災害復旧,
（192 ページ）を参照してください。
ステップ 11 [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 12 [完了] を選択します。
ステップ 13 （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 14 メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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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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。 障害の発生したデータセンター
がライセンスマネージャをホストしていた場合、ライセンスマネージャの再インストールが
必要になることがあります。ライセンスマネージャは、一度に 1 システムしか実行できない
からです。
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。 (また、仮想
マシンをバックアップするための、VMware から提供されている 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する必要があります。
• 特定の外部コンポーネン、（Cisco Unified Communications Manager（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）
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• 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。
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、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186 ページ）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、バー
ジョン 2.5 以降用の高可用性システムの追加, （65 ページ） を参照してください。
• NFS に格納されているバックアップ OVA は、システムの再構築には不十分です。 ディザス
タリカバリに備えて、現在の OVA ファイルはシステムの外部で保存することをお勧めしま
す。 そのため、ディザスタリカバリでは失敗した アップデートから復旧する必要がありま
す。 OVA ファイルは製品アップグレードツールを使用して注文するか、カスタマーサービ
スを通じて注文する必要があります。 場合によっては時間のかかるプロセスになるので、現
在のシステムの OVA ファイルには、システム変更手続きを行う前にアクセスしておくこと
をお勧めします。
ソフトウェアサブスクリプションを契約しているのであれば、契約番号を使用し、 http://
tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/productUpgrade.jsp製品アップグレードツール（PUT）を経由し
て OVA ファイルを注文することができます。 eデリバリを選択した場合、サイトからダウン
ロードすることができます。 このプロセスに対して支援が必要な場合、あるいは PUT への
アクセス権がない場合、御社のアカウントチームまたはカスタマーサービスにご相談くださ
い。 御社の Cisco カスタマーサービス連絡窓口は、に記載されています。 http://www.cisco.com/
cisco/web/siteassets/contacts/index.html#~tab-b

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、進行中のミーティングはアクティブなデータセンター
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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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。
ステップ 3

[システム] > （サーバーの）[詳細] > [ステージサーバーの追加] の順に選択します。

ステップ 4

[セキュアストレージ]を選択します。

ステップ 5

[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 6

[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 7

以下の行動のいずれかを選択して続行します。
• [キャンセル] - ストレージサーバーを追加する前に、既存のシステムをバックアップします。 システ
ムをバックアップしたら、このページに戻り、[続行]を選択して先に進みます。
• [続行] - 既存のシステムを上書きして災害復旧を続行します。
災害復旧プロセスが開始します。 ここでブラウザを閉じると、プロセスが完了するまでシステムにサイン
インできなくなります。

ステップ 8

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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, （307 ページ）
を参照してください。
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• SNMP 設定を再構成する。 詳細については、SNMP の設定, （195 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, （299
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 (180 日間有効) 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, （336 ページ） および 主催者ライセンスについ
て, （328 ページ） 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、プライベートおよび
パブリック仮想 IP アドレスの変更, （169 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
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。 (「データセンター情報の設定」を参照してください。)

SNMP の設定
以下の SNMP 設定を行います。
• コミュニティ文字列: SNMP コミュニティ文字列は、MIB オブジェクトへのアクセスを認証
し、埋め込み型パスワードとして機能します。
• USM ユーザー — 付加的なメッセージレベルのセキュリティを提供するユーザーベースのセ
キュリティ（USM）を設定します。 既存の USM 設定を選択して編集するか、別の USM 設
定を追加します。 MIB 情報の読み込みと書き込み権限を持つ、デフォルトの USM ユーザー
である serveradmin 以外、構成するすべての新しい USM ユーザーには MIB 情報への読み込
み権限しかありません。
• 通知先: この機能は、トラップ/通知受信者を設定します。

コミュニティ文字列の設定
コミュニティ文字列およびコミュニティ文字列のアクセス権限の追加と編集を行います。
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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
オプション

説明

コミュニティ文字列名

コミュニティ文字列名を入力します。 最大文字数: 256文字

アクセス権限

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

ホスト IP アドレス情報

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。

[追加] を選択します。
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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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
オプション

説明

コミュニティ文字列名

コミュニティ文字列名を変更します。 最大文字数: 256文字
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オプション

説明

アクセス権限

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

ホスト IP アドレス情報

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
これらのホストからの 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。

[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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。
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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[システム] を選択して、 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。
オプション

説明

USM ユーザー名

USM ユーザー名を入力して設定します。 最大 256 文字

安全レベル

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

認証アルゴリズム

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。
（注）

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。
デフォルト: SHA
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オプション

説明

認証パスワード

ユーザーの認証パスワードを入力します。
（注）

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。

プライバシーアルゴリズ ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。
ム
（注）
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。
デフォルト: AES128
プライバシパスワード

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。
（注）

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。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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

（注）

ステップ 1

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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[システム] を選択して、 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。
オプション

説明

USM ユーザー名

USM ユーザー名を変更します。 最大 256 文字

安全レベル

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

認証アルゴリズム

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。
（注）

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。
デフォルト: SHA
認証パスワード

ユーザーの認証パスワードを入力します。
（注）

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。

プライバシーアルゴリズ ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。
ム
（注）
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。
デフォルト: AES128
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オプション

説明

プライバシパスワード

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。
（注）

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。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、進行中のミーティングはアクティブなデータセンター
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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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
オプション

説明

宛先ホスト名/IP アドレス:

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IP アドレス
（注）

ポート番号

CWMS は IP アドレスが dig コマンドで DNS サー
バーに登録されたことを確認します。 dig コマンド
出力は ANSWER セクションがないのでエラーとな
ります。
有効なホスト名/IP アドレスを入力します
。

仮想マシンのポート番号
デフォルト: 162

SNMP バージョン

SNMP バージョン
デフォルト: V3

通知の種類

[通知] または [トラップ] を選択します。
デフォルト: トラップ

USM ユーザー
（注）

USM ユーザーを選択します。 詳細については、USM ユー
このオプションは、SNMP バー ザーの設定, （198 ページ）を参照してください。
ジョンが V3 に設定されている場
合にのみ表示されます。

コミュニティ文字列
（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
このオプションは、SNMP バー ニティ文字列の設定, （195 ページ）を参照してください。
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。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [キー生成] が
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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。
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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
オプション

説明

宛先ホスト名/IP アドレス:

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IP アドレス

ポート番号

仮想マシンのポート番号
デフォルト: 162

SNMP バージョン

SNMP バージョン
デフォルト: V3

通知の種類

[通知] または [トラップ] を選択します。
デフォルト: 通知
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オプション

説明

USM ユーザー
（注）

USM ユーザーを選択します。 詳細については、USM
このオプションは、SNMP バージョン ユーザーの設定, （198 ページ）を参照してください。
が V3 に設定されている場合にのみ表
示されます。

コミュニティ文字列
（注）

コミュニティ文字列を選択します。 詳細については、
このオプションは、SNMP バージョン コミュニティ文字列の設定, （195 ページ）を参照して
が V3 に設定されていない場合にのみ ください。
表示されます。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

ミーティングの録画を管理する
録画のリストは、タイトル、作成日、またはオーナー ID (ミーティングの主催者) に基づいて検索
できます。
録画のリストは、名前、日付、サイズ、またはオーナーを基準にソートできます。
管理者はミーティングの録画のリスト表示、フィルター表示、または削除を行えます。
監査者はミーティングの録画のリスト表示またはフィルター表示を行えます。
管理者も監査者も、ミーティングの録画の再生またはダウンロードを行うことはできません。
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録画の検索
録画は以下のような条件で検索できます。 アクティブなユーザー、非アクティブなユーザー、削
除されたユーザー、録画のタイトル、作成日、または所有者 ID (ミーティングの主催者) です。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム] > [録画] > [詳細]を選択します。(監査者の場合は[録画] タブ。)

ステップ 3

ドロップダウンメニューから検索で使用するフィルターのタイプを選択します。

ステップ 4

検索文字列を入力します。

ステップ 5

（任意） このオプションを選択して、検索する日付範囲を[から] と [まで] に入力します。

ステップ 6

[検索] を選択します。
その範囲内の、検索文字列にマッチする録画が表示されます。

システムバックアップ
バックアップは毎日実行されます。初期状態では地元時間の午前 4:20 に設定されています。 Cisco
WebEx Meetings 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 のデータ
ベースはバックアップに約 1 時間かかり、NFS 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、システムの連続動作を保証するために、転送速度は 12 MB/秒です。

バックアップの管理
バックアップの開始、バックアップファイルの検証、削除、または復元を行うことができます。
バックアップを開始するには、[今すぐバックアップ] を選択します。 確認ウィンドウが表示され
ます。
バックアップファイルを検証または削除するには:

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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ステップ 2

[システム] > [バックアップ] > [詳細]を選択します。

ステップ 3

検証する、または削除するファイルを選択します。または復元するファイルを選択します。

ステップ 4

[アクション] ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
Options Description
検証

ファイルのステータスを示すメッセージが表示されます。 システムは、以下の点についてフォ
ルダを検証します。
• ディレクトリが存在しているか。
• ファイルが存在しているか。
• チェックサムが合っているか。
• フォルダーが CWMS ストレージ内にあるか。
フォルダーの検証ステータスとしては、次のものがあり得ます。
不明–バックアップフォルダーは検証されていません。
良好–バックアップフォルダーは指定された時刻に正常に検証されました。
ファイル不明–検証は指定された時刻に行われましたが、システムは、バックアップフォルダー
内に必要なファイルが存在しないことを発見しました。障害復旧で使用することはできません。
DB 破損–検証は指定された時刻に行われましたが、システムは、バックアップデータベースが
破損していることを発見しました。障害復旧で使用することはできません。
コピー失敗–システムファイルはバックアップフォルダーにコピーされていません。
展開失敗–システムファイルの圧縮を解除することができませんでした。
非互換バージョン–検証は指定された時刻に行われましたが、システムは、バックアップが現在
のシステムバージョン以外のバージョンで作成されていることを発見しました。障害復旧で使
用することはできません。

削除

ファイルがシステムから削除されることを示すメッセージが表示されます。 削除対象のファイ
ルはシステムから永久に削除されます。
管理ノードの現在の IP アドレスとは異なる IP アドレスのものであるバックアップを削除する
ことはできません。 これには、HA ノードで作成されたバックアップ (データベースがセカンダ
リノードでアクティブである場合)、異なるデータセンターで作成されたバックアップ、または
管理ノードで IP アドレスが変更される前に作成されたバックアップが含まれます。 そのような
バックアップを削除するには、接続されているストレージにおいて、手動で行う必要がありま
す。
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Options Description
復旧

この手順の一部として、システムがメンテナンスモードに入ることを知らせるメッセージが表
示されます。
• この処理を完了するには 30 分以上かかります。 障害復旧の状況は、バックアップ管理ペー
ジで確認できます。
• バックアップ管理ページから離れることはできますが、障害回復の処理が完了する前にこ
のブラウザを閉じてしまうと、この処理が完了するまではログインできなくなるかもしれ
ません。
• エンドユーザーにサービスを復元する前に、追加の操作を実行する必要があります。
障害復旧の詳細は、ストレージサーバーを利用した災害復旧, （192 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 5

[続行] を選択し、プロンプトに従います。
このウィンドウから離れても、プロセスのステータスをチェックするために戻ることができます。

システムバックアップ時刻のスケジュール
システムでストレージサーバーを設定している場合、システムのバックアップは、毎日指定時刻
に開始されます。 この時刻を変更するには、次の手順に従います。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム] > [バックアップ] > [詳細]を選択します。

ステップ 3

[システムバックアップのスケジュール時間] を選択します。
ポップアップが表示されて、バックアップのスケジュール時刻を変更することができます。

ステップ 4

[保存] を選択します。

システムを今すぐバックアップ
[今すぐバックアップ] を使用して、直ちにシステムのバックアップを作成するバックアップ操作
を開始します。 注意してください。
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• この操作はいったん開始すると停止できなくなります。
• このプロセスが完了するまでは、システムの電源を切ったり、再起動したり、メンテナンス
モード (システムがメンテナンスモードの場合) を終了させたりしないでください。
• システムによっては、この操作の処理に 1 時間以上かかる場合があります。
• バックアッププロセス中にこのウィンドウから移動し、後ほど戻って、バックアップ管理
ページでプロセスのステータスを確認することもできます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム] > [バックアップ] > [詳細]を選択します。

ステップ 3

[今すぐバックアップ]を選択します。

ステップ 4

[続行]を選択して、システムバックアップの作成を行うことを確認します。
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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, 211 ページ
• ブランドの設定, 213 ページ
• ミーティングの設定, 229 ページ
• 音声設定を設定する, 233 ページ
• ビデオの設定, 250 ページ
• 携帯用端末の設定, 250 ページ
• サービスの質（WoS）の設定, 251 ページ
• ユーザ管理, 253 ページ
• パスワードの設定, 254 ページ
• メールテンプレートについて (v2.7 以降), 259 ページ
• アプリケーションのダウンロードについて, 285 ページ
• セキュリティの設定, 287 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。
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アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
オプション

説明

会社名

あなたの会社または組織名

所在地 1

住所 1行目

所在地 2

住所 2行目

City

あなたの市区町村名。

都道府県

都道府県の名前

郵便番号

ZIP または郵便番号

国/地域

あなたの国名

仕事の電話

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。

タイムゾーン

あなたのタイムゾーン

LANGUAGE

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, （319 ペー
ジ）

言語設定

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。
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単位、および数字などの表示に影響します。
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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
全般的なブランディングの構成
はじめる前に
以下のブランディングコンポーネントを作成します。
• 会社ロゴを含む 120x32 PNG、GIF、または JPEG 形式の画像
• 御社のプライバシステートメントの URL
• 御社のサービス条件ステートメントの URL
• 御社の電子メールのカスタムフッターのテキスト

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] タブで、 [ブランディング] > [一般ブランディング] を選択します。

ステップ 3

カスタムロゴをアップロードします。
a) [会社ロゴ]セクションで、 [参照] を選択してから、カスタムロゴファイルがある場所に移動します。
b) 画像ファイルを選択して、[開く]を選択します。
c) [アップロード] を選択します。
ロゴはエンドユーザーページの右側にあるバナーに表示されます。

ステップ 4

[プライバシステートメント] フィールドに、御社のプライバシステートメントへのリンクを入力します。

ステップ 5

[サービス条件]フィードに、御社のサービス条件情報へのリンクを入力します。

ステップ 6

[カスタムフッター]テキストボックスに、エンドユーザーおよび管理用の電子メールのフッターに表示さ
せたいテキストを入力します。

ステップ 7

背景色が表示されないようにするには、[規定の背景色をオフにする] を選択します。
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ロゴが設定されていても、[既定の背景色をオフにする] が選択されていない限り、ロゴはユーザーのウェ
ブページに表示されません。
[プレビュー]をクリックすると、この変更を確認することができます。
ステップ 8

[保存] を選択します。

拡張ブランディングの構成
拡張ブランディングの設定を変更するには、すべてのデータセンターをメンテナンスモードで同
期化する必要があります。

重要

このシステム変更手順に進む前に、バックアップを作成します。
[保存] を選択してもいいのは、すべての拡張ブランディング構成変更が完了した場合のみで
す。

はじめる前に
以下のブランディングコンポーネントを作成します。
• すべてのカスタム音声プロンプトを含む ZIP アーカイブ。
ZIP ファイルに含めることができるのは、WAV 音声ファイルのみです。 ファイル名はデフォ
ルトのファイル名とマッチしている必要があります。 wave ファイルのメッセージおよびファ
イル名, （215 ページ）を参照してください。
• 会社ロゴを含む 120x32 PNG、GIF、または JPEG 形式の画像
• 著作権表示

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] タブで、 [ブランディング] > [拡張ブランディング] を選択します。

ステップ 3

カスタム音声プロンプトをアップロードします。
a) [音声プロンプト] セクションで、 [参照] を選択してから、ZIP ファイルがある場所に移動します。
b) ZIP ファイルを選択して、[開く]を選択します。
c) [アップロード] を選択します。

ステップ 4

カスタムロゴをアップロードします。
a) [ロゴ]セクションで、[参照]を選択してから、新しいロゴファイルがある場所に移動します。
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b) 画像ファイルを選択して、[開く]を選択します。
ロゴは管理ページまたはエンドユーザーページのバナーの左側に表示されます。 管理ページおよびエ
ンドユーザーページの右下では、 [Powered by Cisco WebEx Technology]ロゴが [Cisco] ロゴに置き換わ
ります。
c) [アップロード] を選択します。
[既定の背景色をオフにする] が 全般的なブランディングの構成, （213 ページ） で選択されていない限り、
ロゴはユーザーのウェブページに表示されません。
ステップ 5

[著作権表示] に、エンドユーザーページおよび管理ウェブページのフッターに表示させたいテキストを入
力します。
著作権表示に、改行および以下の特殊文字を含めることはできません。 @#$%^&" ' \ < >

ステップ 6

[保存] を選択します。

ステップ 7

[続行] を選択して、システムをメンテナンスモードにします。
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 フェイルオーバーにより、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。

ステップ 8

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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 9

ブラウザのキャッシュを消去します。
キャッシュされている静的リソースを保存するとパフォーマンスを改善することができます。 キャッシュ
をクリアすると、以前のロゴおよび著作権データが削除されます。

wave ファイルのメッセージおよびファイル名
カスタム wave ファイルを作成して、いくつか、またはすべての既存ファイルを置き換えることが
できます。ファイル名はデフォルトのクリップ名に一致する必要があります。下の表では、各プ
ロンプトとそれらに対応するデフォルトのクリップ名を列挙しています。
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音声ファイルのカスタマイゼーションは、 [音声言語]システム設定に基づきます。 すべての wave
（.wav）ファイルは、8 kHz、8 ビット、64 kbps、モノラル、CCITT mu-law（G.711）形式である
必要があります。

（注）

システムですべてのプロンプトが使用されるわけではありません。
プロンプト

クリップ名

1

1.wav

2

2.wav

3

3.wav

4

4.wav

5

5.wav

6

6.wav

7

7.wav

8

8.wav

9

9.wav

0

10.wav

アクセスコードまたはミーティング番号を入力 11.wav
してから、# 記号を押してください。
出席者ID番号を入力してから、#記号を押して 12.wav
ください。 出席者番号がわからない場合には、
単に#記号を押して継続してください。
1を押すと、ミーティングに接続されます。

13.wav

<beep>

14.wav

申し訳ありません。入力内容は次の通りです。 15.wav
は無効です。 あるいは、ミーティングはまだ開 16.wav
始されていません アクセスコードまたはミー
ティング番号を再び入力してから、# 記号を押
してください。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
216

ブランドの設定

プロンプト

クリップ名

ミーティングに接続されるまで、しばらくお待 17.wav
ちください。
申し訳ありません。参加しようとしているカン 18.wav
ファレンスは満員です。
申し訳ありません。参加しようとしているカン 19.wav
ファレンスはロックされています。
<One-second silence>

20.wav

<Join ALT>

21.wav

<Depart ALT>

22.wav

あなたはこのミーティングの最初の出席者で
す。 お待ちください。

23.wav

トーン信号が聞こえたら名前を言って、#記号
を押してください。

24.wav

ミーティングはロックされています。

25.wav

<music on hold>

26.wav

申し訳ありません。リクエストに対応するオペ 27.wav
レーターがいません。
オペレーターが接続を解除しました。 さような 29.wav
ら
WebEx をご利用いただきありがとうございまし 30.wav
た。
ミーティングにご案内いたします。

31.wav

主催者が到着しておりません。 後でもう一度電 32.wav
話をかけなおしてください。
主催者がまだ到着しておりません。 お待ちくだ 33.wav
さい。
主催者アクセスコードを入力してから、#記号
を押してください。

34.wav
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申し訳ありません。入力したアクセス コードは 35.wav
有効ではありません。 正しいアクセスコードを
入力してから、#記号を押してください。
申し訳ありません。ホスト アクセス コードは 36.wav
4 ～ 20 桁の長さでなければなりません。 もう
一度アクセスコードを入力してから、# 記号を
押してください。
1を押すと、ミーティングに接続されます。

37.wav

はミーティングに参加しました。

38.wav

はミーティングから退席しました。

39.wav

ミーティングにご案内いたします。

40.wav

<One-second silence>

41.wav

システムエラー。

42.wav

ありがとうございました。

43.wav

ミーティングはロック解除されました。

44.wav

<One-second silence>

45.wav

このミーティングに来るには早すぎます。

50.wav

10

52.wav

11

53.wav

12

54.wav

13

55.wav

14

56.wav

15

57.wav

16

58.wav

17

59.wav

18

60.wav
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クリップ名

19

61.wav

20

62.wav

30

63.wav

40

64.wav

50

65.wav

60

66.wav

70

67.wav

80

68.wav

90

69.wav

100

70.wav

1000

71.wav

1000000

72.wav

1000000000

73.wav

1000000000000

74.wav

秒

75.wav

分

76.wav

WebEx をご利用いただきありがとうございまし 77.wav
た。 当社のウェブサイト www.WebEx.comをご
覧ください。
分

78.wav

申し訳ありませんが、通話中です。

80.wav

時間

81.wav

時間

82.wav

と

83.wav

<Two-second silence>

216.wav
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<busy signal>

218.wav

<0.5-second silence>

220.wav

申し訳ございません!

301.wav

1を押す

311.wav

*キーを押す

320.wav

<ring signal>

341.wav

*0を押す

348.wav

*1を押す

350.wav

*2を押す

351.wav

*5を押す

354.wav

*6を押す

355.wav

*7を押す

356.wav

*8を押す

357.wav

**を押す

359.wav

*#を押す

360.wav

もしくは

362.wav

あなたが入力した電話番号は無効です。

514.wav

メインメニュー。

518.wav

誰も電話に出ません。

551.wav

申し訳ありませんが、電話はつながりませんで 561.wav
した。
ミーティングに出席者を追加するには

855.wav

ミーティングをロックするには

857.wav

ミーティングをロック解除するには

858.wav

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
220

ブランドの設定

プロンプト

クリップ名

全出席者をミュートするには

859.wav

全出席者のミュートを解除するには

860.wav

出席者数を聞くには

862.wav

このミーティングに来るには早すぎます。 ミー 872.wav
ティングの開始予定時刻は
その時刻になったらまた電話してください。

873.wav

あなたはミーティングに参加できませんでし
た。

874.wav

あなたが参加しようとしたミーティングは既に 875.wav
終了しています。
追加したい出席者数を入力してください。

882.wav

ミーティングに再度参加するには

884.wav

出席者を追加するには

886.wav

電話を切らずに待機ください。

898.wav

許可するには

901.wav

許可しないためには

902.wav

主催者なしで継続するミーティング

903.wav

もうしばらくお待ちください。

904.wav

自分の電話回線をミュートするには

907.wav

自分の電話回線のミュートを解除するには

908.wav

電話がつながったとき

909.wav

ミーティングに人を追加するには

910.wav

電話回線を切るには

911.wav

出席者がミーティングに追加されました。

912.wav
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ミーティングはロックされています。

914.wav

出席者が立ち去りました。

915.wav

ミーティングの全出席者がミュートされまし
た。

919.wav

あなたの電話回線のミュートが解除されまし
た。

920.wav

ミーティングの全出席者のミュートが解除され 921.wav
ました。
主催者が電話を切ると、ミーティングは終了し 922.wav
ます。
主催者が電話を切っても、ミーティングは継続 923.wav
されます。
があります。

925.wav

があります。

926.wav

出席者

927.wav

出席者

928.wav

現在ミーティングに出席中です。

929.wav

ミーティングはロック解除されました。

932.wav

あなたの電話回線のミュートが解除できませ
ん。

933.wav

##

965.wav

99

967.wav

ヘルプメニュー

968.wav

テクニカルサポートに接続してください。

969.wav

主催者の録画機能はオンになっています。

1000.wav
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クリップ名

PIN を入力し、最後に # を押してミーティング 3001.wav
を開始します。
お客様の PIN を入力し、最後に # を押してミー 3003.wav
ティングに参加してください
お客様が主催者の場合、PIN を入力し、最後に 3005.wav
# を押してミーティングに参加してください。
お客様が主催者ではない場合は、「シャープ」
を押してください。
お客様はミーティングの主催者です。

3009.wav

1 を押してミーティングに接続してください。 3015.wav
通話を拒否してください

3016.wav

この通話リストから電話番号を削除してくださ 3017.wav
い、
「 」を 回押してください

3018.wav

は無効です。

3020.wav

参加者は接続中です。

3024.wav

「 」を2回押してください

3025.wav

お客様が参加しようとしているミーティングは 3026.wav
ご利用いただけません。 後ほど再度試すか、ま
たはミーティングの主催者に連絡してくださ
い。
WebEx へようこそ。

4100.wav

WebEx へようこそ。

4124.wav

WebEx へようこそ。

4125.wav

WebEx PCNowへようこそ。 コンピューターに 4200.wav
アクセスするには、パスコードを入力してから
# 記号を押してください。 コンピューターへの
アクセスを中止するには、電話を切ってくださ
い。
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WebEx PCNowがコンピューターと接続するま 4201.wav
でに、しばらく時間がかかることがあります。
ありがとうございます！ WebEx PCNowがコン 4202.wav
ピューターと接続するまでに、しばらく時間が
かかることがあります。
WebEx AccessAnywhereへようこそ。 コンピュー 4210.wav
ターにアクセスするには、パスコードを入力し
てから # 記号を押してください。 コンピュー
ターへのアクセスを中止するには、電話を切っ
てください（3 回）。
WebEx AccessAnywhereがコンピューターと接続 4211.wav
するまでに、しばらく時間がかかることがあり
ます。
ありがとうございます！ WebEx AccessAnywhere 4212.wav
がコンピューターと接続するまでに、しばらく
時間がかかることがあります。
SMARTTechへようこそ。 コンピューターにア 4220.wav
クセスするには、パスコードを入力してから #
記号を押してください。 コンピューターへのア
クセスを中止するには、電話を切ってくださ
い。
SMARTTechがコンピューターと接続するまで
に、しばらく時間がかかることがあります。

4221.wav

4222.wav
ありがとうございます！ SMARTTechがコン
ピューターと接続するまでに、しばらく時間が
かかることがあります。
WebEx へようこそ。

4224.wav

WebEx へようこそ。

4225.wav

4230.wav
あなたが入力したパスコードは間違っていま
す。 もう一度パスコードを入力してから、# 記
号を押してください。 コンピューターへのアク
セスを中止するには、電話を切ってください。
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クリップ名

あなたが入力したパスコードは間違っていま
す。 さようなら。

4231.wav

前もって予定していたミーティングに参加する 4240.wav
には、# 記号を押してください。もしくはミー
ティング番号を入力してから、# 記号を押して
ください。
PIN またはミーティング番号を入力してから、 4241.wav
# 記号を押してください。
は無効です。 前もって予定していたミーティン 4242.wav
グに参加するには、# 記号をもう一度押してく
ださい。もしくはミーティング番号を入力して
から、# 記号を押してください。
は無効です。 PIN またはミーティング番号をも 4243.wav
う一度入力してから、#記号を押してください。
申\し訳ありません。 お客様のユーザー権限に
はインスタントヘルプは含まれていません。

4250.wav

テクニカルサポートへの接続 つながったら、電 4251.wav
話の *0 を押してテクニカルサポートを電話会
議に加えてください。 *2を押すと、いつでもこ
の通話を切ることができます。
申\し訳ありません。 現在インスタントヘルプ
はご利用いただけません。

4252.wav

電話会議に戻ります。

4253.wav

インスタントヘルプをご利用いただきありがと 4254.wav
うございます。 メインのミーティングに戻りま
す。
主催者がミーティングから退席しました。 この 4260.wav
ミーティングは 5 分後に終了します。
この機能はご利用いただけません。

4261.wav

このサービスは現在ご利用いただけません。

4262.wav
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お客様のアカウントで PIN コードを定義してい 4263.wav
ないため、この機能はご利用いただけません。
お客様の PIN を入力して最後に # 記号を押す
か、または *2 を押して通話を中止してくださ
い。

4264.wav

が無効です。 お客様の PIN をもう一度入力して 4265.wav
最後に # 記号を押すか、または *2 を押して通
話を中止してください。
申し訳ありません。このミーティングの音声使 4266.wav
用量が上限に達しています 方法については主催
者に直接問い合わせください。
このミーティングの電子メールリマインダーを 4267.wav
送信するには
継続するには

4268.wav

<english/French/Italian/Spanish/German>

メニューを繰り返すには

4269.wav

1を押してください

4270.wav

2を押してください

4271.wav

3を押してください

4272.wav

4を押してください

4273.wav

5を押してください

4274.wav

6を押してください

4275.wav

7を押してください

4276.wav

8を押してください

4277.wav

9を押してください

4278.wav

メニューが変更されました。 新しいオプション 4279.wav
をお聞きください。
無効な入力です。 再度お試しください。
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<beep> （ミュート用）

4281.wav

<beep> （ミュート解除用）

4282.wav

ホストの方で、PIN をお持ちの場合は、PIN を 4283.wav
入力して、# を押してください。あるいは、単
に # を押してください。
申し訳ありませんが、アクセスコードと PIN の 4284.wav
組み合わせは無効です。または、PIN が設定さ
れていません。もう一度アクセスコードまたは
ミーティング番号を入力してから、# 記号を押
してください。
申し訳ありません。システムが最大定員に達し 4287.wav
ています。 後でもう一度試してください。
を押してから1を押してください。

4288.wav

を押してから2を押してください。

4289.wav

を押してから3を押してください。

4290.wav

を押してから4を押してください。

4291.wav

を押してから9を押してください。

4296.wav

参加者

4297.wav

拡張ブランディングの削除
すべての拡張ブランディングを削除して、システムのデフォルト設定に戻すことができます。
拡張ブランディング設定を変更するには、すべてのデータセンターをメンテナンスモードで同期
化する必要があります。

重要

ステップ 1

このシステム変更手順に進む前に、バックアップを作成します。

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。 このダッシュボードを使用すると、システムのすべてのデータセンターを管理することができます。
ステップ 2

[設定] タブで、 [ブランディング] > [拡張ブランディング] を選択します。

ステップ 3

[システムデフォルトにリセットする]を選択します。

ステップ 4

[続行] を選択して、システムをメンテナンスモードにします。
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 フェイルオーバーにより、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。

ステップ 5

メンテナンスモードをオフにする
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) するかを判断して、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、グローバル管理 URL にリダイレクトされます。 DNS 解決ポリシーによって、観察するデータ
センターが決定されます。 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、自動的に、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。

ステップ 6

ブラウザのキャッシュを消去します。
キャッシュされている静的リソースを保存するとパフォーマンスを改善することができます。 キャッシュ
をクリアすると、以前のロゴおよび著作権データが削除されます。

ヘルプおよびサポート用のブランディングの構成

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。 このダッシュボードを使用すると、システムのすべてのデータセンターを管理することができます。

ステップ 2

[設定] タブで、 [ブランディング] > [ヘルプおよびサポート] を選択します。

ステップ 3

以下のいずれかの手順を選択してください：
オプション

説明

Cisco WebEx オンラインヘルプ

www.cisco.comにオンラインで保管されているハウツービデオ、ヘルプ
ページ、およびドキュメント セキュリティポリシーでユーザーにイン
ターネットへのアクセスが許可されている場合、このオプションを選
択します。
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オプション

説明

カスタマイズしたヘルプの使用 セキュリティポリシーでユーザーにインターネットへのアクセスが許
可されていない場合、このオプションを選択します。

ステップ 4

[サポート窓口の URL] フィールドに、サポート組織の URL を入力します。
この URL はすべてのエンドユーザーページのフッターおよび電子メールに表示されます。

ステップ 5

[保存] を選択します。

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
• ミーティング毎の最大Web 参加者数
• 参加者の権限
ミーティングサイズの設定はコールイン、オーディオ参加者の数を制限しません。 例えば、ミー
ティングサイズ制限が 2である場合、Web および VoIP またはコールアウトオプションの使用に
よって 人のみの出席者がミーティングに参加できます。 しかし、追加の参加者はシステムの要
領次第でオーディオのみでミーティングに参加できます。 (システムのサイズを確認する, （25
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

設定 > ミーティングを選択します。

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。
デフォルトの設定は次のとおりです。
• 主催者が開始時刻の 15 分前までに参加者を参加させる前に、 参加者にミーティングへの参加を許可
します。
• 主催者が開始時刻の 15 分前までに電話会議に参加者を参加させる前に、 参加者に電話会議への参加
を許可します。
• 最初に参加する参加者が ミーティングのプレゼンターになります。 [参加者は主催者より前にミー
ティングに参加できる]の選択を解除すると、自動的に[最初の参加者がプレゼンタになる]機能が解除
されます。
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• オプションで、 誰でもミーティングで発表することができるようにすれば、誰でもプレゼンターの
権利を受け取ることができるようになります。
• オプションで、 ミーティングのレポートサマリを主催者に送信します。 内容:
◦ 主催者 - ミーティングの主催者名。
◦ ミーティング番号

Cisco WebEx ミーティングの番号。

◦ トピック - 主催者が設定したミーティングの名前。
◦ 開始時間 - ミーティングを開始する日付と時刻。
◦ 終了時刻 - ミーティングの終了日時。
◦ 招待者—ミーティングに招待された人の ID。
◦ 参加者—主催者を含む、ミーティングに参加した人々の ID。
◦ コールイン番号—ダイヤルイン音声番号。
• 録画開始時または進行中に、アナウンスが すべての参加者にミーティングが録画されていることを
告げます。 録画が開始された後に参加した人は全員「このミーティングは録画されています」と通
知されます。
無効にされているユーザーにマルチメディア共有を許可する。 この機能は、サードパーティのクローズド
キャプションサービス用のメディアビューアパネルを利用した、クローズドキャプションを提供します。
主催者とすべての認証された参加者が退出したらミーティングを終了するは、すべての認証された招待者
が退出すると、ミーティングを終わらせます。 この機能を実装するには、メンテナンスモードのオン・オ
フを切り替える必要があります。
現在の主催者が、他の手段でミーティングが終らせる前に[ミーティングから退席]を選択した場合、次の
順序に従って、残っている人々から新しい主催者が選択されます。
• 代理主催者
• 認証されたプレゼンター
• 認証された出席者
この機能を選択すれば、ミーティング対し不適切なアクセスが行われるのを防ぐことができます。 認証さ
れたすべての参加者が退出すると、ミーティングは終了します。これにより、認証されていない参加者が
ミーティングを続けることを防止できます。
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。
最大参加者数

システムサイズ

50 （全バージョン）

50 ユーザーシステム (シングルデータセンター)

100 （バージョン 1-5 およ 250 ユーザーシステム (シングルデータセンター)
び 2-0）
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最大参加者数

システムサイズ

100 （バージョン 1-5 およ 800 または 2000 ユーザーシステム (シングルデータセンター)
び 2-0）
250 （バージョン 2.0）

800 または 2000 ユーザーシステム (シングルデータセンター)

250 （バージョン 2.5 以
降）

250 ユーザーシステム (シングルデータセンター)

500 （バージョン 2.5 以
降）

2

250 ユーザーシステム (マルチデータセンター)
800 または 2000 ユーザーシステム (シングルデータセンター)
800 または 2000 ユーザーシステム(マルチデータセンター)2

500 人の参加者がいるミーティングのサポートは、システムのローディング負荷状況に依存します。

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]を選択して録画し、ストレージサーバーにミーティングを格納します。
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] を選択すると、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。
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、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186 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
Cisco WebEx Meetings Server は、次の要素に応じて、異なるミーティングセキュリティ機能を有効
にします。
• ユーザータイプ 主催者、代理主催者、ユーザー（サインイン）、およびゲスト
• 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。
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• 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 3：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

ユーザータイプ

メール招待状とリマインダに ミーティングの詳細ページを
表示されるパスワード
表示

主催者

はい

はい

代理主催者

はい

はい

招待者

いいえ

いいえ

転送される招待者

いいえ

いいえ

表 4：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

ユーザータイプ

メール招待状とリマインダに ミーティングの詳細ページを
表示されるパスワード
表示

主催者

はい

はい

代理主催者

はい

はい

招待者

はい

はい

転送される招待者

はい

はい

• 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。
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◦ 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。

音声設定を設定する
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, （302 ページ）を参照して
ください。

（注）

この機能は、ロシアまたはトルコでは利用できません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、進行中のミーティングはアクティブなデータセンター
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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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。
ステップ 3

[設定] > [音声] > [データセンター 1/2 の CUCM] を選択します。
CUCM 設定ページが表示されます。

ステップ 4

（任意） 編集を選択し、CUCM IP アドレスを修正します。

ステップ 5

[保存] 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端末プールの設定として Cisco
Unified Communications Manager グループの一部であるプライマリおよびオプションとしてセカンダリ
CUCM ノードに、この IP アドレスを対応させる必要があります。 詳細については、にある『プランニ
ングガイドhttp://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
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。
（注）

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。

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: 5060～5062）
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, （302 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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
234

音声設定を設定する

ダイアログボックスに電話ラベルと番号が追加されます。 [追加] を選択する都度、ダイアログボックスに
追加行が追加されます。
ステップ 11 追加して各アクセス番号に対する [電話ラベル] および [電話番号] を入力し、番号の追加が完了したら [継
続] を選択します。
CUCM で設定した番号のみを追加してください。 追加した数値は、メール招待状と Cisco WebEx Meetings
クライアントに表示されます。
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。
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。
（注）
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 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ヤルしたとき、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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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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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。

音声設定を変更する
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, （233 ページ）を参照してください。

（注）

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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[設定] > > [オーディオ] 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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
236

音声設定を設定する

オプション
WebEx 音声

説明
• 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。

パーソナル電話会議

• [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。

コンピュータを使った
音声接続

• 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。

ステップ 5

WebEx ブラストダイヤルについて, （240 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

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。
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。
前のページで [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 Cisco WebEx Meetings
クライアントに表示されます。

ステップ 7

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。
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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。
（注）

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。

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 8

[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, （302 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 9

[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 10 [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 11 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 12 [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 13 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 14 [参加者レポートのコールインユーザー番号を表示] を選択してレポート内のユーザー番号を表示します。
マルチデータセンター環境ですべての電話番号を含むには、このパラメータを各データセンターへ送る必
要があります。
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ステップ 15 ユーザーが Cisco WebEx ミーティングの音声部分にダイヤルしたとき、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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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、CUCMシステムの IP アドレスを入力します。
b) (オプション) CUCM 2 (負荷分散サービス) システムの IP アドレスを入力します。
CUCM 2 は必須ではありませんが、電話会議の可用性を高くする場合はこのパラメーターを含めるこ
とを推奨しています。

ステップ 5

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 このデータセンターがマルチ
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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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

すべてのユーザーの電話会議権限を変更する
すべてのユーザーに対する電話会議の権限を一括変更する

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [ユーザー権限]の順に選択します。

ステップ 3

すべてのユーザーに対する電話会議の権限を変更する
• 統合型 VoIP—コンピュータ音声接続を許可します。
• コールイン電話会議—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。
• コールバック電話会議— ユーザーが特定の電話番号に電話して、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。
変更不可を選択すると、設定は変更されません。すべてのユーザープロファイルはその後個々の設定を維
持します。 有効 または 無効を選択すると、システム内のすべてのユーザープロファイルは電話会議権限
の選択済み値に設定されます。

ステップ 4

[保存] を選択します。

WebEx ブラストダイヤルについて
Cisco 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
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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。
システムのサイズに応じて、通話はブロックで開始されます。 50ユーザーシステムは3回の通話
を開始します。 250ユーザーシステムは15回の通話を開始します。 800ユーザーシステムは48回の
通話を開始します。 2000ユーザーシステムは40回の通話を開始します。 遅延は設計によるもので
す。 これにより、同時に多数のユーザーに発信が行われ、システムの通常の処理に影響が及ぶの
を防ぎます。
初期ブロック内での発信に応答があるか、またはタイムアウトすると、システムは次の参加者に
発信を行います。 すべての参加者に連絡がつくまで、これが続きます。 たとえば、システムが 3
回試行するように設定されている場合、4 回目の呼び出しは行われず、次の参加者が呼び出され
ます。 1 回の呼び出し試行は 20 秒間続きます。 (呼び出しし工数の設定の照査については、ブラ
ストダイヤルグループ設定の編集, （245 ページ）を参照してください。)
システムが参加者リストに記されている人に発信し、その人が着信に応答して参加者 PIN (必要な
場合) を入力すれば、ミーティングの音声部分に参加できます。 ミーティングの音声部分の進行
中、主催者は*#を押せば、ミーティングに参加している人々の名前を聞くことができます。 (主催
者は、ミーティングのオンラインの部分で参加者リストを確認することもできます。) 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 CWMS 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「システム容量一覧表」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。 管理者がブラストダイヤルページで手動で入力す
るか、または主催者が作成し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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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ため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。
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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, （242 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, （249 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, （246 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
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。 ミーティングの参加者が 1 人し
かいない場合、15 分ごとに、次のような警告メッセージが表示されます。「あなたはこのミー
ティングの唯一の参加者です。 ミーティングが自動的に終了するまでの時間:」 クロックが 2 分
から 0 分に減っていきます。 ユーザーは、[続行]を選択してミーティングを延長できます。

（注）

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。

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。
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ブラストダイヤルグループを作成する場合、オプションで、.WAV ファイル形式のカスタムグリー
ティングをアップロードすることができます。 ブラストダイヤルプロンプトなど、すべてのカス
タム音声プロンプトは、8KHz、16 ビット、64kbps、モノラル、CCITT u-law（G.711）です。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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。
（注）

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。

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。
（注）
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, （229 ページ） を参照
してください。

ステップ 8

主催者 PINオプションの 1 つを選択します。
• (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。
（注）

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。

• 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。
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（注）

ステップ 9

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。

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。
（注）

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。

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
• 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, （246 ページ）を
参照してください。
ステップ 16 [保存] を選択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。
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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, （248 ページ）と参加者リストのイン
ポート, （249 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, （246 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, （245 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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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] を選択して確定します。
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。
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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。
内部参加者の社用メールアドレスは、その[マイアカウント]ページに関連付けられます。 システ
ムは内部ユーザーのメールアドレスを使用して、[マイアカウント]ページからその名前と電話番号
を取得します。 (内部ユーザーの電話番号がテンプレートにリストされていれば、無視されます。)
[マイアカウント]ページに複数の電話番号がリストされていた場合、システムは空になっていない
最初の電話番号にダイヤルします。これは通常、参加者のオフィスの電話番号です。 呼び出しに
応答がない場合、システムは、携帯番号などリストの 2 番目の番号を呼び出します。 これは、[マ
イアカウント]ページのリスト末尾の、最後の設定済み番号に達するまで繰り返されます。 サイク
ルの回数は、管理者ページのブラストダイヤルグループで設定されている呼び出し試行の回数に
よって決まります。(ブラストダイヤルグループ設定の編集, （245 ページ）および「アカウント情
報を更新する」を参照してください。『Cisco WebEx Meetings Server ユーザーガイド』に記されて
います。) デフォルトの呼び出し試行回数は 3 回です。
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できます。 ただし、社
用のメールアドレスも、関連付けられている[マイアカウント]ページもないため、外部参加者につ
いては[ブラストダイヤル]ダイアログに、名前、メールアドレス、および電話番号を入力する必要
があります。 システムは順番に参加者の電話番号にダイヤルします。
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。
参加者を追加するには。
• テンプレートの内部リストまたは外部リストセクションにあるフィールドに参加者の情報を
入力します。
• または、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依頼
します。 主催者は参加者情報を入力し、完成したテンプレートを管理者に送信して、システ
ムにインポートしてもらいます。
• または、参加者リストを CSV ファイルにエクスポートし、必要な情報を入力して、アップ
デートした CSV ファイルをインポートします。
システムはすべての参加者のエントリをチェックし、内部ユーザーのメールアドレスが外部参加
者のリストに入力されていた場合には、参加者リスト間で自動的にエントリを移動します。 内部
参加者のエントリに対応するメールアドレスをデータベース内で見つけられなかった場合、シス
テムはそのエントリを外部リストに移動します。 移動されたエントリを有効にするには、ユー
ザー名と電話番号を入力する必要があります。
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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。 『Cisco WebEx Meetings Server
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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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。
（注）
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。

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。
（注）
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。

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。
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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, （245 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, （249 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, （248 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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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。
（注）

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。

• 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。
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• 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
参加者リストのインポート, （249 ページ）に進む。

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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定]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。
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。
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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, （248 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [ビデオ] の順に選択します。

ステップ 3

[360p]、[180p]、[オフ] を選び、それから[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。

携帯用端末の設定
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 モバイル端末を使用していて、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 モバイル端末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 モバイル端末がエラーを表示します。
Android モバイル端末のユーザーは、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 端末に証明書をインポート後、端末は 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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（注）

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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [モバイル] 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端末のユー
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, （296 ページ）を参照してください。

サービスの質（WoS）の設定
RFC 2475 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定]> [サービスの質] の順に選択します。

ステップ 3

適切なドロップダウンメニューから QoS マーキング設定を選択し、[保存] を選択します。

QoS マーキングについて
インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックがある展開と、インターネットリバー
スプロキシサーバーにトラフィックが無い展開への QoS マーキング情報については、下記のテー
ブルを参照してください。
インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックがある Cisco WebEx Meetings Server シ
ステムでの QoS マーキング
トラフィック

QoS マーキング

SIP 音声 - メディア - CWMS からエンドポイン はい
ト
SIP 音声 - シグナル - CWMS からエンドポイン はい
ト
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 いいえ

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
252

ユーザ管理

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
トラフィック

QoS マーキング

SIP 音声 - メディア - CWMS からエンドポイン はい
ト
SIP 音声 - シグナル - CWMS からエンドポイン はい
ト
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

はい

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

はい

PC ビデオ - シグナル - CWMS からクライアン
ト

はい

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 いいえ

ユーザ管理
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [ユーザー管理]を選択します。

ステップ 3

[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、ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティ
ベート, （153 ページ）を参照してください。
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ステップ 4

[活動がなくなってから XX 日後にユーザーを削除する] 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。)
デフォルト設定が有効の場合、90 日間連続してミーティングを主催、スケジュール、またはミーティング
に出席しないと、ユーザーは非アクティブになります。
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、ユーザーまたは管理者のアクティベートまたは非アクティ
ベート, （153 ページ）を参照してください。

ステップ 5

録画の処分方法を示すため、[削除されたユーザーが所有していたミーティングの録画の移動先] を選択し
ます。
これらの録画の所有者が削除されたら、システムから録画を削除する場合には、[録画を削除] を選択しま
す。
録画の所有権を移転する場合には、[録画を移転] を選択して、所有権の移転先のメールアドレスを入力し
ます。

ステップ 6

システムへの許可されていないアクセスを防止するには、[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）
サインインの試行に何回か失敗した場合、システムは自動的にアカウントをロックします。 アカウントが
ロックされた場合、ロック解除の方法について説明したメールがすべての管理者とロックされたアカウン
トの所有者に送信されます。 管理者は、別の管理者のアカウントがロックされた場合、それを解除できま
す (アカウントのロック解除, （153 ページ）を参照してください)。
詳細なパラメータを表示。 これらの機能の値を入力します。
• サインインに連続して失敗する[number]。
• [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。

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。
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• 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施行し、大文字小文字の混
在、長さ、文字種と使用法、動的ウェブページのテキスト制御、使用不能なパスワードのリ
ストの設定を含む、ミーティングのパスワードの強度を構成します。

（注）

SSO または LDAP がシステムで有効である場合：
• [パスワード全般] および [ユーザーパスワード] ページと[ユーザーの編集] ページのパス
ワードセキュリティコントロールはホストアカウントパスワードを適用しません。
• これらの設定は、これらの認証情報が[Cisco WebEx Administration サイト] へのサインイ
ンに使われる場合、管理者と監査者に適用します。
• 管理者は自分のSSO または LDAP 認証情報を使ってサインインをし、主催するミーティ
ングを管理する必要があります。（監査者は会議を主催できません。）

パスワード全般設定 (v2.8 以降)
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > > [パスワード管理] > > [パスワード全般] の順に選択します。

ステップ 3

[すべてのユーザーにXX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： 選択解除
ユーザーが LDAP を使用して認証された場合、パスワードエイジングは無効になっています。
a) [ユーザーのパスワード期限切れのXX日前に警告を表示]を設定します。
この値はブランクにすることもできますし(警告なし)、管理者または監査者がパスワードの変更を強制
される何日前に警告を出すかを 1 日単位で設定することもできます。 例えば、管理者または監査者に
120 日以内のパスワード変更を求める場合、警告がパスワード期限切れの 1 ～ 120 日前に送信されるよ
うにすることがます。
ユーザーが LDAP を使用して認証された場合、パスワードエイジングは無効になっています。

ステップ 4

[すべての管理者および監査者の次回ログイン時にパスワード変更を強制する]を選択します。 デフォルト:
選択解除
ユーザーが LDAP を使用して認証された場合、パスワード変更の強制は無効になっています。 コントロー
ルが読み取り、[すべての管理者および監査者の次回ログイン時にパスワード変更を強制]します。

ステップ 5

[保存] を選択します。
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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)
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > > [パスワード管理] > > [ユーザーパスワード] の順に選択します。

ステップ 3

ページのフィールドを設定してユーザーパスワードの設定を変更します。
オプション

説明

ユーザーアカウントの強力なパスワードを要求する このオプションは、残りのオプションを有効にする
ときに選択します。
デフォルト: 選択済み
最少文字数

最小限必要な文字数。
デフォルト: 選択する、6文字

必要最小限のアルファベット文字数

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

必要最小限の数字文字数

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数字

必要最小限の記号文字数

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

大文字小文字の混在が必要です

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
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オプション

説明

同じ文字の 3 回以上の繰り返し使用を許可しない

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
管理者が指定した使用できないパスワードの一覧で
す。

使用不可パスワードの一覧

デフォルト: 選択されていません
会社名、サイト名、ユーザーのメールアドレス、主 特定名称は使用しないでください。
催者名は使用不可
デフォルト: 選択済み
前回の nパスワードは絶対に使用できません。

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

パスワードを設定する際には、次のことは避けてください。
• 文字を 3 回以上繰り返すこと。
• 自分の名前、メールアドレス、サイト名および会社名をパスワードの一部とすること。
• 5 回前までに使用されたパスワードを使用すること。
• 引用符（"）またはスペースを含めること。
ステップ 4

[保存] を選択します。

ミーティングパスワード設定の設定
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。
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パスワード
を設定する

メール招待
状にパス
ワードを含
めない

ミーティン
グ作成者が
サインイン
する

主催者がサ
インインす
る

招待された
人がサイン
インする

ゲストがサ
インインす
る

ゲストがサ
インインし
ない

いいえ

該当せず

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。

はい

はい

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
が必要で
す。

パスワード
が必要で
す。

はい

いいえ

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
が必要で
フィールド
は自動的に
埋められま
す。

パスワード
が必要で
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > > [パスワード管理] > > [ミーティングパスワード] の順に選択します。

ステップ 3

ページのフィールドを設定してミーティング用パスワードの設定を変更します。
• [すべてのミーティングはパスワードが必要]では、すべてのミーティングではパスワードが必要で
す。
• [ミーティングパスワードはオプション]では、主催者がパスワードを要求することができます。
• [電話で参加する際にミーティングパスワードを強制] では、参加者がコールインオプションを使って
システム生成に入る場合、ミーティング招待に含まれる数字パスワードが必要となります。 このパ
スワードはコールインする参加者に特定の者です。コールミーオプションを使用する参加者はパス
ワード入力は必要ありません。
• 数字のミーティングパスワードの長さを設定します。 範囲は 8 から 12 です。 デフォルトでは
8 です。
• [次の試行回数だけ失敗したら通話を切断する]を設定します。 範囲は 1 から 6 です。 デフォル
トでは 3 です。
• オプションを維持するために強いパスワードが必要です。
• [最低限の文字数]はパスワードの最低文字数を要します。 デフォルト: 6
• [最低限のアルファベット文字数] はアルファベットの最低文字数を要します。 デフォルト: 1
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• [最低限の数字文字数] は数字の最低文字数を要します。 デフォルト: 1
• [最低限の特殊文字数] は特殊文字の最低文字数を要します。 デフォルト: 1
• [これらの特殊文字を含まない（スペース、 \、 '、 "、 /、 &、 <、 >、 =、 [、])] はこれらの文字
の使用を禁止します。
• [大文字と小文字を両方使う]では、パスワードはアルファベット文字の大文字と小文字の両を使
う必要があります。
• [使用できないパスワードのリスト] は法律違反のパスワードをリストで見せます。
• [会社名、サイト名、ユーザー名、ユーザーメールアドレス、ホスト名、ミーティングの主題は
常に不許可] はこれらの文字列の使用を禁止します。

ステップ 4

[保存] を選択します。
変更は今後予定されるミーティングに適用されます。変更以前に予定されていたミーティングには反映さ
れません。

メールテンプレートについて (v2.7 以降)
メールテンプレートを使用して、重要なイベントをユーザーに通知することができます。 各メー
ルテンプレートには、設定が必要な変数があります。 各テンプレートの変数の説明については、
下表を参照してください。
メールテンプレートには 2 つのタイプがあります:
• 共通 - パスワードの紛失、主催および招待の通知、録画の使用可能性、およびその他の一般
的な通知が含まれます。
• ミーティング - ミーティングの招待、キャンセル、更新、リマインダ、情報通知などが含ま
れます。
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表 5：共通メールテンプレート

役職

説明

AD アクティブ化

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。

変数
• %SiteURL_HTML%
• DISPLAYNAME
• %SSOSignINLink%
• %OrgLogo%
• %Participants%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

アカウントが再び有効にな 管理者がユーザーのアカウ
ントを再有効化すると、
りました
ユーザーに送信されます。

• DISPLAYNAME
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

パスワード忘れ - パスワー エンドユーザー サイトで
自分のパスワードをリセッ
ドの変更
トした後にそのユーザーに
送信されます。

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %OrgLogo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

パスワード忘れ - パスワー エンドユーザー サイトで
ドのリセット
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。

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %OrgLogo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

録画が入手できます (主催 主催者にミーティング録画
者用)
へのリンクが送信されま
す。

• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName%_HTML
• %Topic Name%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL%_HTML
• %Support%_HTML
• %CustomFooterText%_HTML
• %Year%

SSO 有効化のメール

シングルサインオン(SSO)
が有効になると送信されま
す。

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %participants%
• %OrgLogo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

すべてのユーザーにメール システムのすべてのユー
を送信
ザーにメールが送信されま
す。

• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName_HTML%
• %Body_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

Cisco WebEx のセットアッ モバイル端末用の Cisco
プ—モバイル端末
WebEx アプリについて
ユーザーに通知し、アプリ
をダウンロードするリンク
を提供します。

変数
• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

録画を共有

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。

• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %HostName_HTML%
• %RestrictionMessage_HTML%
• %TopicName_HTML%
• %Duration%
• %RecordingTime%
• %PersonalizedMessage_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

MC の録画の共有

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。

• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName_HTML%
• %Topic Name_HTML%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

ユーザーのパスワードが変 パスワードが変更されたと
更されました
きに、ユーザーにメールが
送信されます。

• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

ウェルカムメール

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。

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %participants%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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表 6：ミーティングのメールテンプレート - 主催者、代理主催者、およびブラストダイヤルグループ

役職

説明

ブラストダイヤルミーティ 主催者がミーティングを開
ングの招待状 - 主催者
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。

変数
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

ブラストダイヤルミーティ 管理者がグループを削除す
るときに、ブラストダイヤ
ンググループ削除
ルグループのメンバーへ送
信されます。

• %HostName_HTML
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

進行中のブラストダイヤル ミーティングの進行中に、
ミーティングの招待状 - 主 主催者がミーティングに招
待すると他の主催者に送信
催者
されます。

• %HostName_HTML%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %MeetingInfoURL%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %MeetingPassword_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %SiteURL%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

アップデートされたブラス ミーティングの設定が変更
トダイヤルミーティング情 された場合にミーティング
報 - 主催者
情報を主催者に提供しま
す。

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

インスタントミーティング 主催者が [今すぐミーティ
の招待状 - 主催者
ング] を選択すると、主催
者および出席者に送信され
ます。

• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName_HTML%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

ミーティングのキャンセル ミーティングのキャンセル
- 主催者
の確認をミーティングの主
催者に送信しました。

変数
• %SiteURL%
• %Topic%
• %RecipientName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

ミーティング情報のアップ ミーティングの設定が変更
された時に、代理主催者に
デート - 代理主催者
ミーティング情報が提供さ
れます。

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• % MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
266

メールテンプレートについて (v2.7 以降)

役職

説明

変数

ミーティング情報のアップ ミーティングの設定が変更
デート - 主催者
された場合にミーティング
情報を主催者に提供しま
す。

• %SiteURL%
• %Topic%
• %RecipientName_HTML%
• %LicenseWarning_HTML%
• %LicenseWarningSpace_HTML%
• %Topic_HTML%
• %HostName_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

ミーティングリマインダ - ミーティングの代理主催者
代理主催者
にミーティングのリマイン
ダを送信します。

変数
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %OrgLogo%
• %AlternateHostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

ミーティングリマインダ - ミーティングの主催者に
主催者
ミーティングのリマインダ
を送信します。

• %SiteURL%
• %Topic_HTML%
• %OrgLogo%
• %HostName%
• %MeetingTime%
• %HostName_HTML%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

ミーティングの再スケ
ジュール - 代理主催者

代理主催者に更新したミー
ティング情報を送信しま
す。

変数
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

ミーティング情報 - 代理主 代理主催者にミーティング
催者
の確認を送信します。

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

ミーティング情報 - 主催者 主催者にミーティングの確
認を送信します。

変数
• %SiteURL%
• %Topic_HTML%
• %RecipiantName%
• %LicenseWarning_HTML%
• %LicenseWarningSpace_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostName%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

PCN ミーティング自動リ
マインダ (主催者用)

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。

• %HostName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• % MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

PT PCN ミーティング手動 ミーティングの主催者に
リマインダ (主催者用)
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)。

• %HostName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

PT PCN ミーティング通知 主催者にミーティング通知
を送信します (パーソナル
(主催者用)
会議アカウントのみ)。

変数
• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

PCN ミーティングへのワ
ンクリック招待 - ホスト

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)。

• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %HostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %Meeting Link%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Space%
• %MeetingNumber
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
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役職

説明

変数

PCN ミーティング通知招
待 - ホスト

ホストにミーティング招待
通知を送信します。

• %ReceipentName%
• %LicenseWarning%
• %HostName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

PCN ミーティングキャン
セル - ホスト

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)。

• %RecipentName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

PCN ミーティングスケ
ジュール変更 - ホスト

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)。

変数
• %RecipentName%
• %LicenseWarning%
• %HostName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

表 7：ミーティングのメールテンプレート - 招待者、ブラストダイヤルを含む

役職

説明

ブラストダイヤルミーティ 主催者がミーティングを開
ングの招待状 - 招待者
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。

変数
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %SiteURL%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

進行中のブラストダイヤル ミーティングの主催中に、
ミーティングの招待状 - 招 主催者がミーティングに招
待者
待すると送信されます。

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %MeetingPassword_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

アップデートされたブラス ミーティングの設定が変更
トダイヤルミーティング情 された場合、ミーティング
情報を参加者に提供しま
報 - 招待者
す。

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

進行中のミーティングの招 ミーティングの主催中に、
待状 - 招待者
主催者がミーティングに招
待すると送信されます。

変数
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

ミーティングのキャンセル スケジュール済みのミー
ティングがキャンセルされ
- 招待者
たことを出席者に通知しま
す。

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

変数

ミーティングの再スケ
ジュール - 招待者

招待者に更新したミーティ
ング情報を送信します。

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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役職

説明

進行中のPCN ミーティン
グへの招待 - 招待者

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)。

変数
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%

PCN ミーティング手動リ
マインダ (招待者)

ミーティングの招待者に手
動のミーティングリマイン
ダを送信します (PCN アカ
ウントのみ)。

• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

変数

PCN ミーティングスケ
ジュール変更 - 招待者

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)。

• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

PCN ミーティングの再ス
ケジュール - 招待者

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)。

変数
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL_HTML%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %MeetingPassword_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%

PCN ミーティングキャン
セル - 招待者

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）。

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

変数

PT PCN ミーティング招待 パーソナル会議アカウント
状 (招待者用)
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。

• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

PT ミーティングの招待状 生産性向上ツールを使用し
て、ミーティングをスケ
ー 招待者
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。

• %HostName%
• %Topic%
• %Meeting Link%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingSpace%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
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役職

説明

PCN ミーティングの招待
状 (招待者用)

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。

変数
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TMeetingInfoURL%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

PCN ミーティングキャン
セル - 招待者

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）。

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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役職

説明

変数

PT PCN ミーティング招待 パーソナル会議アカウント
状 (招待者用)
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。

• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(v2.7MR3 and higher)
• %Meeting Password%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

PCN ミーティングキャン
セル - 招待者

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）。

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%

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—ミーティングのスケジューリング、出席、または主催の
ためのコアアプリケーションです。
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。
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ユーザーが WebEx Meetings 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、その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 Cisco WebEx 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。 ユーザーに管理者権限がな
いため、これは失敗する場合があります。
• WebEx 生産性向上ツール—Microsoft™ Outlook® など、他のアプリケーションとの間でイン
ターフェースとして機能するので、これらのアプリケーションを通じてミーティングの管理
を行うことができるようになります。
システムをアップデートまたはアップグレードしたら、WebEx Productivity Tools の旧バージョ
ンをすべて削除して、最新バージョンをインストールします。
• WebEx ネットワーク記録プレーヤー—ミーティングの記録を再生します。 これにはミーティ
ング中に表示された資料も含まれることがあります。
CWMSでは、アプリケーションの .MSI インストーラーを [管理] > [設定] > [ダウンロード] ペー
ジから入手できます。 詳細については、『CWMS プランニングガイド』の「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。
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。
ユーザーが管理者権限を持っている場合、ユーザーに自らエンドユーザーの [ダウンロード] ペー
ジからアプリケーションをダウンロードさせて、そのアプリケーションをインストールさせるこ
とができます。 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、WebEx Meetings 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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [ダウンロード] の順に選択します。

ステップ 3

[WebEx 生産性向上ツールの自動更新] チェックボックスを選択して、定期的に自動更新するように設定し
ます。 （デフォルト： 選択済み）
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（注）

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。
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。

ステップ 4

ダウンロードの方法を選択します。
• ユーザが 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のデスクトップに手動でプッシュします
[ユーザが 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。

セキュリティの設定
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
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。
メジャーアップグレード、たとえば OVA ファイルによる 1.x から 2.6.1.39 へのアップグレードの
後には、システムには自己署名の内部 SSL 証明書だけがインストールされた状態になります。 こ
の自己署名内部 SSL 証明書には、管理サイト URL として共通名/サブジェクトの組み合わせが記
されています。古い SSL 証明書には、サイト URL に設定された共通名/サブジェクトの組み合わ
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せがあります。 内部 SSL 証明書は、共通名が管理サイト URL に設定されている証明書だけを許
可するので、古い証明書を再適用することはできません。アップグレードの直後に新しい証明書
を生成する必要があります。 古い SSL 証明書は外部証明書として使用し、内部ユーザーのために
は別の内部 SSL 証明書を生成することができます。あるいは、 新しい SAN 証明書を生成し、そ
の共通名をサイト URL から管理サイト URL に変更することもできます。
以下の証明書に対応しています。
• SSL: 全システムに必要です。
• SSO IdP: アイデンティティプロバイダ（IdP）証明書のある SSO (SSO IdP 証明書をインポー
トする, （301 ページ）を参照。)
• 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。構成する各 CUCM システムに対して 1 つずつです。
• 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。
CSR または証明書の生成について
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。
SSL 証明書が何らかの理由で無効になった場合、システムで自動的に新規の自己署名証明書が生
成されます。 この変更は通知されます。すなわち、[管理サイト] ページの上部にはグローバルな
警告メッセージが表示され、SSL が無効になったことが示されます。
証明書の構成
証明書には、発行対象を示す名前が含まれます。 共通名（CN）は常に存在し、「公式名」とみな
されます。他の名前は、別名または、証明書用語でいうところの「サブジェクト代替名（SAN）」
です。 これらは必須ではありませんが、CWMS の場合のように、エンティティ（人、サーバー）
のグループが証明書を共有する場合に使用されます。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
288

セキュリティの設定

CWMS 証明書では、これらは CWMS 部品（VM FQDN、WebEx サイト URL、および WebEx 管理
URL）の DNS 名です。 CWMS バージョン 2.5MR5 以前のバージョンでは、CWMS 内のすべての
マシンに 1 つの証明書セットしかありませんでした。 これらの証明書名は WebEx サイト URL に
基づいています。 代替名はインターネットリバースプロキシの FQDN 以外の名前です。
CWMS バージョン 2.5MR5 以降では、内部証明書と、オプションで、外部証明書が存在します。
IRP を持っていない場合（パブリックアクセスが有効になっていない場合）、外部証明書を利用
することはできません。 IRP を持っている場合（パブリックアクセスが有効になっている場合）、
オプションで、IRP 用に外部証明書を持つことができます。 外部証明書がない場合、すべてにお
いて内部証明書が使用されます。
この変更によって、内部証明書は共通の管理 URL に基づく CN を持つようになりました。 SAN
はローカルの WebEx 管理 URL、WebEx サイト URL、および内部 FQDN に基づきます。
外部証明書は、WebEx 共通サイト URL に基づく CN を持ちます。 SANはローカルサイト URL と
共通サイト URL に基づきます。
CWMS 2.5MR5 以降の場合、新しい証明書をアップロードすると、CWMS は CN のみを確認しま
す。 内部証明書の CN は管理サイト URL と一致し、外部証明書の CN は WebEx 共通サイト URL
と一致する必要があります。 CWMS 2.5MR5 以降にアップグレードしても、既存の証明書は有効
なままです。 しかし、新しい証明書をアップロードしたい場合、新しい証明書の CN はこれらの
ガイドラインに従う必要があります。
ワイルドカード証明書
CWMS 2.5MR5 以降では証明書の CN しか確認されないので、ワイルドカード証明書には以下の
規則が適用されます。
• CN はワイルドカードを含む必要があります。
• ワイルドカード名を SAN として使用することはできません。
たとえば、CN = cisco.com および SAN, DNS = *.cisco.com となっている証明書を生成すると、証明
書のアップロードは失敗し、以下のメッセージが表示されます。
証明書中のサーバードメインが WebEx サイト URL と一致しません。

SSL 証明書の生成
システムには SSL 証明書を設定する必要があります。 本製品は、以下の SSL 証明書に対応してい
ます。
• 自己署名
• 認証機関署名
• 外部認証機関署名
2.5MR5 以前、単一の証明書がシステム全体に使われていました。 2.5MR5 以降は、内部と外部の
両方の証明書が使用できます。
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すべてのホスト名を内部的かつ外部的にサポートする単一の証明書を使用するには、内部証明書
を生成しアップロードします。 この内部証明書は共通名として Admin URL を使いますが、すべ
てのシステムホスト名を含みます。
外部証明書はサイト URL のみをサポートするので必須ではありません。 外部証明書が更新され
ると、内部証明書は外部には使われません。
手動で自己署名証明書を生成する場合、管理者は共通名（CN）として共通 URL およびローカル
管理 URL のいずれでも選択できます。
証明書署名リクエスト（CSR）を生成する場合、管理者は、ワイルドカード、ローカル、または
共通の URL （証明書のタイプに応じて、サイト URL または管理 URL）を選択することができま
す。 サブジェクト代替名（SAN）のリストは、以下のとおりです。
• CN がワイルドカード（ドメイン全体をカバー）の場合、非表示です。
• 事前に記載済みですが、CN がドメイン全体をカバーしていない URL であった場合、管理者
は変更することができます。 事前に記載済みのリストはそのまま保持することをお勧めしま
すが、管理者はリストにエントリを追加することができます。 事前に記載済みのリストから
項目を削除することは決してお勧めするこはできません。
証明書署名リクエスト（CSR）バージョン 2.6 以降の生成
CWMS 2.5 以降のバージョンで証明書署名リクエスト (CSR) と SSL 証明書の秘密鍵を生成するた
めに使用されたハッシュ方法は SHA2 （SHA256 ）を使用します。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 3

希望するタイプの CSR で、[CSR を生成] を選択します。
2015 年 11 月 1 日、認証機関（VeriSign、GoDaddy など）は内部ドメイン名の証明書の発行を停止します
(domain.local、domain.internal など）。 CWMS バージョン 2.0MR9 以前、展開中のコンポーネントすべて
について、サブジェクトの別名を持つ SSL 証明書を 1 つだけアップロードできました。顧客は完全なソ
リューションのために、高額な SAN SSL 証明書を購入する必要があります。 CWMS バージョン 2.5MR5
では、WebEx サイト URL SSL で、IRP サーバーで使用する認証局からの証明書を購入し、内部ネットワー
ク仮想マシンに自己署名 SSL 証明書を使用できます。

ステップ 4

CSR (証明書署名リクエスト) の生成ページのフィールドに必要事項を入力します。
オプション

説明

通称

[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。
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オプション

説明

サブジェクト名代替名:

管理サイトと仮想マシン名 ワイルドカード共通名を選択した
このオプションは、[サブジェクト名の代 場合はサブジェクト名の代替名は必要ありません。
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

組織名を入力します。

部

部署名を入力します。

City

市区町村を入力します。

都道府県

都道府県を入力します。

Country

国を選択します。

キーのサイズ

キーのサイズとして 2048 を選択します。

ハッシュアルゴリズム

ハッシュアルゴリズムとして SHA256 を選択します。

ステップ 5

[CSR 生成] を選択します。
[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[ダウンロード] を選択します。
CSR と関連する秘密鍵を含む圧縮ファイル（ZIP）ファイルを受信します。 CSR ファイルは、csr.com と
呼ばれ、秘密鍵ファイルは、csr_private_key.pem と呼ばれます。

ステップ 7

VMware Data Recovery 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。

証明書署名リクエスト（CSR）バージョン 2.5 以前の生成
CWMS 2.0 以前のバージョンで証明書署名リクエスト (CSR) と SSL 証明書の秘密鍵を生成するた
めに使用されたハッシュ方法は SHA1 を使用します。 CWMS 2.5 以降は uses SHA2 (SHA256) を使
用します。
内部と外部のアプリケーション証明書、および CSR には以下のオプションがあります。
• 鍵のタイプ:
◦ RSA
◦ EC
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• 鍵タイプが RSA である場合、鍵の長さは 2048 です。
• RSA ハッシュアルゴリズム:
◦ SHA1
◦ SHA224
◦ SHA256
◦ SHA384
◦ SHA512
• EC 証明書の鍵サイズとハッシュアルゴリズム:
◦ 鍵サイズ 256:
◦ SHA256
◦ SHA384
◦ SHA512
◦ 鍵サイズ 384:
◦ SHA384
◦ SHA512
◦ 鍵サイズ 512:
◦ SHA512

外部および内部証明書はタイプが一致する必要があります。 外部証明書は内部証明書に依存しま
す。 たとえば、システムに RSA 内部証明書がある場合、外部自己署名証明書を生成するページで
は、鍵タイプは RSA (外部証明書の鍵タイプと同じ) しか選択できません。 インストールされた内
部鍵タイプと異なる鍵タイプの外部証明書を生成またはアップロードすることはできません。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 3

希望するタイプの CSR で、[CSR を生成] を選択します。
2015 年 11 月 1 日、認証機関 (VeriSign、GoDaddy など) は内部ドメイン名の証明書の発行を停止します
(domain.local、domain.internal など)。 CWMS バージョン 2.0MR9 以前、展開中のコンポーネントすべてに
ついて、サブジェクトの別名を持つ SSL 証明書を 1 つだけアップロードできました。顧客は完全なソリュー
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ションのために、高額な SAN SSL 証明書を購入する必要があります。 CWMS バージョン 2.5MR5 では、
WebEx サイト URL SSL で、IRP サーバーで使用する認証局からの証明書を購入し、内部ネットワーク仮
想マシンに自己署名 SSL 証明書を使用できます。
ステップ 4

CSR (証明書署名リクエスト) の生成ページのフィールドに必要事項を入力します。
オプション

説明

通称

[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。

サブジェクト名代替名:

管理サイトと仮想マシン名 ワイルドカード共通名を選択した
このオプションは、[サブジェクト名の代 場合はサブジェクト名の代替名は必要ありません。
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

組織名を入力します。

部

部署名を入力します。

City

市町村を入力してください。

都道府県

都道府県を入力してください。

Country

国を選択します。

キーのサイズ

キーのサイズとして 2048 を選択します。

ステップ 5

[CSR 生成] を選択します。
[ファイルのダウンロード] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[ダウンロード] を選択します。
CSR と関連する秘密鍵を含む圧縮ファイル（ZIP）ファイルを受信します。 CSR ファイルは、csr.com と
呼ばれ、秘密鍵ファイルは、csr_private_key.pem と呼ばれます。

ステップ 7

VMware Data Recovery 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。
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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 4

[その他のオプション] > [SSL 証明書/秘密鍵のインポート] の順に選択します。
すでに証明書ファイルがインストールされている場合、システムは新しい証明書をインポートして上書き
するよう促します。

ステップ 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。
• 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。
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すべての証明書は 1 つのファイルにまとめてアップロードする必要があります。1 つの証明書をアップロー
ドして、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。

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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 3

[その他のオプション] > [SSL 証明書のエクスポートの順に選択します。
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 4

証明書ファイルを保存します。

次の作業
管理者とエンドユーザーが、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、
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
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マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。
ステップ 3

[その他のオプション] > [SSL 証明書のエクスポートの順に選択します。
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 4

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 5

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 6

ユーザーはモバイル端末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端末にイン
ストールします。
a) [プロファイルのインストール] ページで、[インストール]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]をクリックします。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 3

[詳細オプション] > [CSR のダウンロード] を選択します。
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 4

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 5

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。
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（注）

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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 3

[詳細オプション] > [自己署名証明書を生成する] を選択します。

ステップ 4

自己署名入りの証明書の生成ページに必要事項を入力します。
オプション

説明

証明書名

自己署名入り証明書の名前を入力します。 (必須)

X.509 サブジェクト名

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。

ステップ 5

組織

組織名を入力します。

部

部署名を入力します。

City

市町村名を入力します。

都道府県

都道府県名を入力します。

Country

国を選択します。

[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 6

[完了] を選択します。
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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。 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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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] > [CWMS システムの証明書]の順に選択します。
マルチデータセンターシステムで、CWMS システムの証明書またはデータセンターの証明書 で継続しま
す。

ステップ 4

[その他のオプション] > [SSL 証明書/秘密鍵のインポート] の順に選択します。
すでに証明書ファイルがインストールされている場合、システムは新しい証明書をインポートして上書き
するよう促します。

ステップ 5

[続行] を選択します。

ステップ 6

[参照] を選択し、証明書ファイルを選択します。
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。
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• 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 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 8

（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。

ステップ 9

[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 10 [SSL 証明書] ページで [継続] を選択してインポートを完了します。
ステップ 11 [完了] を選択します。
ステップ 12 メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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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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、署名認証要求による、サービス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。 証明書は、Base-64 エンコード X.509 フォーマット
の、トークン署名証明書である必要があります。 (Cisco WebEx Meeting Server は秘密鍵を使用し
てアサーションを解読することはできません。)

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定 > > セキュリティ > > SSO IdP 証明書] の順に選択します。

ステップ 3

[参照] を選択し、 SSO IdP 証明書を選択します。

ステップ 4

[アップロード] を選択します。
証明書名ファイルが展開されます。

ステップ 5

[完了] を選択して、証明書を送信します。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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] > [証明書をインポート]の順に選
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
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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、音声設定を設定する, （233 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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。
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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。
（注）
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。

ステップ 7

[アップロード] を選択します。
[アップロード] を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを確認します。
証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。 証明書が有効でない場合は、アップロードできません。
先に進むためには有効な証明書を選択しなければなりません。

ステップ 8

[続行] を選択します。
システムは SSL 証明書をインポートして、スクロール可能な証明書ファイル用ダイアログボックスに表示
します。 SSL 証明書のインポートが完了したことを知らされます。

ステップ 9

[完了] を選択します。

ステップ 10 手順 4 に戻り、 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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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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。
オプション

説明

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: 1 時間 30 分

モバイルまたは生産性向上ツール 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
の有効期限 (SSO)
設定します。
デフォルト: 14 日
（注）

ステップ 4

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。

同時ユーザーセッション

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。

同時管理者セッション

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。

重要なサインイン情報の表示

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。

[保存] を選択します。

証明書失効の確認
有効にすると、証明書権限サーバーに到達できない、または証明書がすでに失効している場合に
は、警告が表示されます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書失効の確認]の順に選択します。

ステップ 3

証明書失効の確認を有効または無効にします。
選択 証明書権限サーバーに到達できない、または証明書がすでに執行している場合は警告が表示されま
す。
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選択解除 サーバー証明書がすでに執行済みであるか証明書権限サーバーに到達できない場合は、警告はあ
りません。
ステップ 4

[保存] を選択します。

機密情報の暗号化
この機能を使用すると、Cisco WebEx Meetings Server とクライアントアプリケーションで共有する
機密情報を、より強力に暗号化することができます。 この機能を有効にしたら、機密情報の旧暗
号化をブロックしたり、新旧暗号化の両方を許可したりすることができます。
ミーティングコンテンツの暗号化
Cisco WebEx Meetings Server とユーザーとの間のミーティングコンテンツは暗号化することができ
ます。
クライアントアプリケーションはこの機能に対応している必要があります。 後方互換性により、
以前のクライアントアプリケーションでも Cisco WebEx Meetings Server に接続することができま
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [機密情報を暗号化] を選択します。

ステップ 3

[Cisco WebEx Meetings Server とユーザーとの間のミーティングコンテンツを暗号化する]を選択します。
重要
このオプションは一度有効にすると、無効にすることはできませ
ん。

ステップ 4

先に進んでもいいことを確認します。

ステップ 5

[保存] を選択します。

暗号化されていないミーティングコンテンツをブロックする
Cisco WebEx Meetings Server とユーザーとの間の暗号化されていないミーティングコンテンツはブ
ロックすることができます。 このオプションは任意の時点で無効にすることができます。

重要

このオプションを有効にするには、すべてのデータセンターをメンテナンスモードで同期化す
る必要があります。
このオプションを有効にすると、旧クライアントアプリケーションは Cisco WebEx Meetings
Server に接続できなくなります。
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はじめる前に
[Cisco WebEx Meetings Server とユーザーとの間のミーティングコンテンツの暗号化]は有効にして
おく必要があります。 そうしておかないと、暗号化されていないミーティングコンテンツをブ
ロックするというオプションの効果が薄れます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [機密情報を暗号化] を選択します。

ステップ 3

[Cisco WebEx Meetings Server とユーザーとの間の暗号化されていないミーティングコンテンツはブロック
する]を選択します。
Jabber バージョン11.5 以前では、この機能が有効になると Jabber クライアントはエラー「WebEx ミーティ
ングが利用できません」を表示します。 ミーティングが開始できません、エラーコード： 47." ミーティ
ングルームが起ち上げられていませんが、ミーティングは CWMS に作成されています。

ステップ 4

[保存] を選択します。

ステップ 5

[続行] を選択して、システムがメンテナンスモードになったことを確認します。
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 フェイルオーバーにより、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。

ステップ 6

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。

URL （短いリンク）からセキュアではないデータを除去（削除）する
セキュアではないデータの除去が有効になっている場合、リンクでは短い URL（UUID パラメー
ターの 1つ）のみ使用されます。ミーティング、録画、およびユーザーリンクはすべて短い URL
しか受け付けません。
• ミーティングへの参加
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• ミーティングに招待
• ミーティングの開始
• ミーティング情報
• パスワードの変更
• 記録の再生
• 録画の共有
• パスワードの作成

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [短いリンク]の順に選択します。

ステップ 3

[URL リンクからセキュアではないデータを除去する] [URL リンクからセキュアではないデータを除去す
る]を選択します。
新しいミーティング、録画、およびユーザーリンク URL は、セキュアではないデータが除去された短い
URL 形式（UUID パラメーターは 1 つのみ）です。 セキュアではない URL データが有効になる前に存在
した長い URL リンク（複数の UUID パラメーター）は承認されます。 セキュアではないデータのブロッ
キングを有効にした後作成された長い URL は、承認されません。

ステップ 4

（任意） [長い URL リンクをすべてブロックする]を選択します。
長い URL は、どこから送られてきたものであっても、ブロックされます。
この機能は一度有効にすると、無効にすることはできません。
セキュアではないデータを含んでいる長いミーティングリンク URL は有効ではなくなりました。 ユーザー
は、短い URL 要件を満たすために、そしてシステムから承認されるようにするために、このパラメーター
が有効になる前にスケジュールしたミーティングをアップデートする必要があります。

ステップ 5

[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 Assertion Markup 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
ムに安全にサイン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サイ
ンイン情報を保護するため、Cisco に送信されません。
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（注）

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。
既存ユーザーのメールアドレスに変更した後、そのユーザーは変更メールを持つユーザーがホ
ストした権利委譲（プロキシ）ユーザーによりExchange サーバー、Outlook、CWMS サーバー
がミーティングのスケジュール前に同期するのを待つ必要があります。 また、近変更したメー
ルアドレスの別の主催者のスケジュール決定をすると失敗します。 Outlook のアドレスブック
は1日1度 Exchange サーバーと同期します。 メールアドレスがe Exchange サーバーで変更され
ると、その変更は Outlook に直ちに伝搬されるわけではありません。 同期の前に、ユーザーが
変更したメールアドレスを持つユーザーのためにミーティングを予定しようとする、または代
理の主催者として識別しようとするなら、システムは古いメールアドレスを受信し、通知を送
るのでユーザーは受信できません。 システムを手動で同期することではこの問題を解決でき
ません。 これは CWMS の問題ではなく、Outlook と Exchange の設計によるもだと考えてくだ
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。

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, （287 ページ）
で説明されている方法でアップロードします。

（注）

SSO を有効にすると、ユーザーの認証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, （254 ページ） および ユーザーの編集,
（146 ページ） をご覧ください。

• 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, （301 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [証明書] > [統合 SSO] の順に選択します。

ステップ 3

公開および秘密鍵、およびX.509 証明書を生成したら、前準備の記述に従って[継続] 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。
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• 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。
（注）
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。
フィールド
説明
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、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。

AuthnRequest にサイン済み

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。
（注）

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。

認証要求を受ける IdP の SAML 2.0 実装 URL。

移動先

（注）

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。

IdP (プロバイダ識別子) が初期化されました

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。

ターゲットページの URL パラメータ名

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
（注）

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.

SAML 発行者 (SP ID)

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 発行元 (IdP 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。

カスタマー SSO サービスログインの URL

IdP の SAML2 に対するアサーション消費 URL を指
定します。
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フィールド

説明

NameID 形式

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

AuthnContextClassRef

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

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。

カスタマー SSO エラーの URL

SSO が成功したとき、システムはこの URL にリダ
イレクトします。 デフォルトでは、エラーページ
に通常の Cisco WebEx エラーページを使用します。

シングルログアウト

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。
ADFS 2.0 の場合、このオプションは選択しません。
（注）
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フィールド

説明

カスタマー SSO サービスログアウトの URL
（注）

IdP の SAML2 に対するアサーション消費 URL を入
このオプションが表示された場合にのみ 力します。
シングルログアウトを選択。

アカウント自動作成

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。

アカウントの自動更新

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。

Active Directory UPN の UID ドメインサフィックス このオプションを選択して、ドメインサフィックス
を削除する
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。
出席者の SSO 認証
認証済みユーザー向けのタグ。
未認証ユーザー向けのタグ。

選択すると、すべての主催者に、そのミーティング
へのアクセスを SSO 認証済みのユーザーだけ、ま
たは SSO 認証済みのユーザーと招待されたユーザー
だけに制限するオプションが提供されます。
会議室のユーザーとゲストの隣に表示されるタグを
入力してください。
（注）

認証済みのメールドメイン

ステップ 6

変数 tag は、例として示すために使用さ
れているプレースホルダーです。

ウェブから加わる参加者に対し SSO を要求するメー
ルドメインを入力します。

[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。
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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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。

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
Cisco WebEx Meetings 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、進行中のミーティングはアクティブなデータセンター
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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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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。
• Windows PC が Windows XP SP3 以上で稼働されているようにする。
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• 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（Cisco WebEx Meetings、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 1.2 を使用する] の順に選択します。
• 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[セキュリティ] > > [設定]> > [仮想マシン] の順に選択します。

ステップ 4

[有効にする] を選択して FIPS 準拠の暗号化を選択し、[継続] で確認します。
システムに FIPS 準拠の暗号化が設定されます。

ステップ 5

メンテナンスモードをオフにする
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [キー生成] が
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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。
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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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, （122 ページ）
を参照。)
アクティブ状態のデータセンターすべてにおいて、[メンテナンスモードをオンにする] によって、会議ア
クティビティがシャットダウンします。 ユーザーは WebEx サインへのサインイン、ミーティングのスケ
ジュール、ミーティングへの参加、ミーティング録画の再生ができません。 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、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。 詳細については、メンテナンスモードについて, （119 ページ）を参照してください。

ステップ 3

[セキュリティ] > > [設定]> > [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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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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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, （318 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [サインイン警告]の順に選択します。

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。
あるユーザーが監査者とされている場合、 [ミーティングログ設定]および[ログ設定]のオプション
は監査者だけに表示され、このユーザーが設定できます。 システムに監査者ロールを持つユー
ザーがいない場合、[ミーティングログ設定]および[ログ設定]のオプションは管理者、SSO 管理
者、または LDAP 管理者に表示され、それらのユーザーが設定できます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。
システムには、管理アプリケーション用の admin_audit.log と、エンドユーザーアプリケーション用の
end_user_audit.log の 2 つのファイルが生成されます。

ステップ 3

ミーティングログを有効にするには、[ミーティング監査ログを有効にする]を選択します。
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このパラメーターを変更するには、システムをメンテナンスモードにする必要があります 監査者にはシス
テムをメンテナンスモードにすることは許可されていません。 監査者であるユーザーは、管理者に連絡
し、システムをメンテナンスモードにするように依頼してください。
有効にすると、会議室からのアクションは、システム上の独立した監査ログに記録されます。 メッセージ
は syslog 機構を使用して /var/log/conference_audit.log ファイルに記録されます。
記録されるアクションには次のものが含まれます。
• 全参加者の参加および退出時刻。これにはユーザー名、ID、およびクライアント IP などの情報も含
まれます。
• 参加者の活動。デスクトップ共有、アプリケーション共有、主催者またはプレゼンターの再指定、お
よび録画の開始または収量などが含まれます。
ステップ 4

[監査ログを有効にする] を選択して、監査ログの作成を有効にします。
管理者アプリケーションの監査ログには、CWMS システムの状態を変更したアクション、管理者の認証、
設定の変更、管理者によって実行されたアクション（ユーザーのインポートなど）、等々が記録されま
す。 （一般的なアプリケーションエラーは表示されません。）
エンドユーザーアプリケーションには、ユーザーの認証に関する情報、プロファイル、ミーティングの変
更などが含まれます。
リモート Syslog サーバーが存在する場合、監査ログはバックアップが行われます。 選択したリモート
Syslog イベントレベルとは無関係に、すべての監査ログとリモート Syslog サーバーとの間で同期が取られ
ます。

ステップ 5

アプリケーション syslog 情報をリモート syslog サーバーでバックアップする場合、 [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 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 syslog 情報をリモート syslog サーバーでバックアップすることを
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 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。
このイベントレベルは、OS ログなど、syslog と同期が取られるすべてのログに影響します。 監査ログ
はファイルとして同期が取られます。レベル用のフィルターはありません。 どのイベントレベルが設
定されている場合でも、すべてのログの同期が取られます。
（注）

リモート Syslog サーバーは、監査ログのためだけではなく、すべての syslog のために使用さ
れます。 これらのログはシステムヘルスの監視が目的ではありません。
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ステップ 6

（任意） アプリケーション syslog 情報をセカンダリリモート syslog サーバーでバックアップする場合、
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 7

（任意） 古いログアーカイブを消去するため、[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 8

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 9

[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 10 [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, （105 ページ）を参照してください。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[設定] > [セキュリティ] > [サインイン警告]の順に選択します。

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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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, （211 ページ）を参照してください。

重
要

システムが導入されたり、アップグレードされたりするとき、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。

• 月次レポートをダウンロードする, 319 ページ
• 月報について (v2.7), 320 ページ
• カスタマイズした詳細レポートの生成, 322 ページ
• カスタム詳細レポートについて, 322 ページ

月次レポートをダウンロードする

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[レポート] をメニューから選択します。
[レポート] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

ダウンロードする月報のリンクを選択します。
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PDF がシステムウィンドウに表示されます。 月別の PDF 要約レポート、CSV のミーティングレポート、
CSV の参加者レポート、またはこれら 3 つのレポートを含む ZIP ファイルを表示または保存することがで
きます。

月報について (v2.7)
リアルタイムのミーティング状態については、ダッシュボード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, （109 ページ）を参照してください。
要約レポート
システム概要レポート
サマリーレポートは次の情報を PDF 形式で含みます。
• サービス採用 - 直前の 3 か月間のユニークな主催者数と出席者数を示すグラフです。
• ユーザーライセンス—システムが使用している購入ホストライセンスの割合と過去 か月間
に使用されたホストライセンス数。 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、License Manager を使用
したライセンスのフルフィル, （332 ページ）を参照してください。
• システムサイズ—ミーティング参加者のピークとピーク使用消費量のシステムサイズ率。 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。

（注）

すでにストレージサーバーを設定してしまっていれば、レポートが表示され
ます。 詳細については、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186
ページ）を参照してください。

• ネットワーク:
◦ Mbps 単位でのピーク時のネットワーク帯域幅使用量。
◦ Mbps 単位でのピーク時のネットワーク帯域幅使用量と、今後 3か月間の予測成長率を
表示します。 （赤い棒は最大ネットワーク帯域です。）
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◦ 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 1 Mbps 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。
• システムの計画的および計画外のダウンタイムおよび停止
◦ 過去 3 か月間のシステム平均稼動時間。
◦ 過去 3 か月間の計画外システム停止の平均時間。
◦ 過去 3 か月間に停電により停止したミーティングの平均数。
◦ 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。

（注）

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。

ミーティング概要レポート
ミーティングサマリーレポートは次の情報を CVF 形式で含みます。
• ミーティングステータス—ミーティングステータス、問題のあったミーティングの割合、お
よび か月の間に行ったミーティングの総回数。
• ミーティングサイズ—このレポートは、先月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概要
◦ 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）
◦ システム上での各機能の使用。
◦ システム上で最も伸びた昨日の成長率。
• 上位のアクティブ参加者メールドメイン
◦ 上位のアクティブ参加者メールドメイン
◦ 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。
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• ピーク日と時間—最初のグラフは週のうち最も忙しかった日を示します。 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。
ミーティングレポート
各ミーティングの CSV 形式での統計。
参加者レポート
各ミーティング参加者の CSV 形式での統計。
このレポートに参加者の電話番号を表示するには、[設定] > [オーディオ] > [グローバル設定] > [参
加者レポートのコールインユーザー番号を表示]の順に選択します。 マルチデータセンター環境で
すべての電話番号を含むには、このパラメータを各データセンターへ送る必要があります。 詳細
については、音声設定を変更するを参照してください。
すべてのレポート
すべてのレポートを含む Zip ファイル。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[レポート > > レポートのカスタマイズ] の順に選択します

ステップ 3

表示したいレポートの日付範囲を選択したら、[送信] を選択します。
デフォルトは現在の月です。 日付範囲は最大6 か月まで拡張できます。
カスタマイズしたレポートの日付を表示する送信済みのカスタマイズレポート要求ページが表示されま
す。 CSV 形式のカスタマイズされたレポートへのリンクを明記したメールが送信されます。

ステップ 4

[完了] を選択します。

カスタム詳細レポートについて
カスタム詳細レポートを生成すると、以下のレポートのアーカイブ（CSVフォーマット）を含む
メールを受信します。
• 不正操作レポート - このレポートはパーソナル会議ミーティングを開始または参加する際に、
発信者がホストまたは参加者のアクセスコード、またはホスト PIN を 3 回間違えた場合に、
失敗した電話通信アクセスを表示します。
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◦ 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
◦ 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一意の
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。
◦ 主催者メール - ミーティング主催者のメールアドレス。
◦ 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。

（注）

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。

◦ 各ミーティングのステータス
◦ コールイン音声通話分数
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◦ 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 Cisco WebEx 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。
◦ トラッキングコード—トラッキングコードの設定を変更しても、変更が有効になるのは
真夜中（GMT）を過ぎてからです。 それまでは、元のトラッキングコードが有効になっ
ています。
• 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。
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（注）

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、NFS または SSH ストレージサーバーの追加, （186 ページ）を参
照してください。

• 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一意の
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 Cisco WebEx ミーティングを開始したときに、オ
ペレーティングシステムとその主催者が使用したブラウザのバージョンです。
◦ クライアント IP アドレス - Cisco WebEx ミーティングを開始する主催者、またはその
ミーティングに出席する参加者により使用される WebEx クライアントの IP アドレス。
◦ データセンター—ミーティングが行われているデータセンター名。 このフィールドはマ
ルチデータセンター（MDC）システムにおいてのみ入力されます。
◦ 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。
◦ 機能 - 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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
325

カスタム詳細レポートについて

◦ 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一意の
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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ライセンスの管理
• 主催者ライセンスの管理, 327 ページ
• ライセンスの再ホスト, 335 ページ

主催者ライセンスの管理
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、トライアル用の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。 試用期間が終了した後には、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、マルチメディ
アセンター（MDC）システムの作成, （339 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。 各システムごとにライセンスが必要です。最低限 2 つのライセンスを購入する必要が
あります。
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• 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
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、License Manager 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。

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)。

（注）

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。
[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。 ミーティングのスケジュールまたは
出席には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 以降では、ユーザーは複数の永久主催者ライセンスを消費せずに、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。
バージョン 2.0 以前では、ユーザーは 1 つより多くの主催者ライセンスを消費できます。 た
とえば、ユーザーが同時に 2 つのミーティングを主催するシナリオを考えてみましょう。 月
末には、永久ライセンスは他のホストで使用するために解放されるか、またはミーティング
の主催を続けられるようユーザーごとに保持されます。
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, （330 ページ）を参照。)
• 試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。 猶予主催者ライセンス
を有していたユーザーは、180 日後までに永久主催者ライセンスを取得しなかった場合、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, （330 ページ）を参照してください。)
永久主催者ライセンスを持っていたユーザーが非アクティベートされると、ライセンスはラ
イセンスプールに返却されます。 猶予主催者ライセンスを持っていたアクティブユーザー
に、永久主催者ライセンスが自動的に与えられることはありません。 猶予主催者ライセンス
を解放して、そのユーザーに永久主催者ライセンスを与えるには、[ライセンスを保存す
る](ユーザーの編集, （146 ページ）を参照してください) を選択する必要があります。 そう
しなかった場合、新しいユーザーがシステムに追加されてミーティングを主催するまでは、
永久主催者ライセンスはプール内に保持されます。 この場合、未使用の永久主催者ライセン
スは、新しいユーザーと関連付けられます。
• 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
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• 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
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, （328 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利用可能なライセンス数は、どのサイズのシステムでも、システムのサイズ
にのみ依存しています。 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, （328 ページ）で詳細に説明されていま
す。)
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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
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、ミーティングの傾向
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
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、License Manager
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, （333 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 (License Manager を使用したライセンスのフルフィ
ル, （332 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, （335 ページ）を参照）
ライセンスの管理の詳細については、『主催者ライセンスの管理, （327 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。
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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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム] を選択してから、[ライセンス] セクションの [詳細] リンクを選択します。

ステップ 3

[ライセンス管理] を選択します。
ブラウザで新しいタブまたは Cisco Prime License Manager（PLM）を含むウィンドウを「開きます。 （ラ
イセンスマネージャーは Cisco WebEx Meetings サーバーに埋め込まれています。外部サイトではありませ
ん。）

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。
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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 を端末に割り当てる] 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。
[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 License Manager（PLM）を含むウィンドウを「開きます。
ステップ 17 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を選択します。
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。
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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, （332 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, （335 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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[システム]を選択してから、[ライセンス] セクションの[詳細]リンクを選択します。

ステップ 3

[ライセンス管理] を選択します。
ブラウザで新しいタブまたは Cisco WebEx Meetings Server に埋め込まれた 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。
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[コンテンツの見直し] ウィンドウが表示されます。 [現在の値] 列は、アクティブなライセンスの数を示し
ます。 [フルフィルメント後] 列には、eFulfillment が完了した時にあるライセンスの数を示します。
ステップ 15 [次へ] を選択します。
ステップ 16 [このボックスをチェックして、私はエンドユーザーライセンス合意書の条件を読み、理解し、拘束され
ることに合意することを認めます] を選択します。
ステップ 17 [完了] を選択します。
ライセンスをフルフィルするために、Cisco にライセンスマネージャを接続する間、[ライセンスサーバー
に接続中] 進捗バーが表示されます。 eFulfillment が完了すると、新しい行が [ライセンス] ウィンドウに追
加されます。 [フルフィルメント日] 列には、現在の日付の後に「- 現在」と続いて表示されます。 このリ
ンクを選択して、ライセンスの詳細を表示することができます。このシステムにインストールされるライ
センスの種類と数も示されます。

TAC への連絡によるライセンスのフルフィル
はじめる前に
登録 ID 番号を取得します。 登録 ID 番号は、エンタープライズライセンス管理ツールを開き、
[バージョン情報] を選択して確認できます。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2

[サポート] を選択して、TAC の番号に電話します。

ステップ 3

ケースを申請し、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。

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または MDC 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
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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, （336 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
Global Licensing Operations （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。
• 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, （336 ページ）を参照してください。)
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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

[他の処理オプション] > [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, （337ページ）」
を参照してください。

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, （336 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、License Manager を使用した
ライセンスのフルフィル, （332 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, （336 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:
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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]>[PAK からライセンスの実行] を選択します。 [PAK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。

（注）

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。
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:
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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章

マルチメディアセンター（MDC）システム
の作成
• マルチデータセンターについて, 339 ページ
• MDC システムに Active CWMS データセンターを結合する準備, 341 ページ
• 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, 344 ページ
• データセンターをマルチデータセンターシステムに統合, 346 ページ
• マルチデータセンター環境での災害復旧, 349 ページ
• データセンターの削除, 350 ページ

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。 これを使用
すると、2 つの CWMS システムを 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 の配備を試みる前に購入する必要があります。（単一のデータセンターしか持たないシ
ステムの場合、機能ライセンスは不要です。） MDC ライセンスはMDC ライセンスについて, （
327 ページ）で詳細に説明されています。
ミーティングクライアントは往復時間 (RTT) を使ってどのデータセンターのミーティングを開始
するかを決定します。 （これは自動処理でホストまたは管理者が設定することはできません。）
負荷分散は設定できません。システム内蔵の機能で、自動的に設定されるからです。 ロードバラ
ンサーを別個のマシンとして設定することはサポートされていません。
データセンター間のネットワーク要件はhttp://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlで『CWMS プランニング
ガイド』の「マルチデータセンターのネットワーク要件」の章に記載しています。
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マルチデータセンターシステムの利点
利点は以下のとおりです。
• 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/
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。 一緒にする前に、プライマリデータセンターは保持する システム に対応
し、ライセンスマネージャーの位置となります。 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。 ユーザー情報と内容はセカンダリデータセンターから削除されます。

（注）

データセンターが MDC システムに追加されると、冗長にはなりますが、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。
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, （344 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 Active CWMS データセンターを結合する準備, （341 ペー
ジ）に続きます。
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ブロックモード
各データセンターはステータスを確認するため、5 秒ごとにコンポーネントをポーリングします。
特定の障害が発生するとデータセンターは自動的にブロックモードになり、ユーザーが故障した
コンポーネントを持つデータセンターへアクセスすることができないようにして、その間にシス
テムが自己修復を試みることができるようにします。 MDC 環境の場合、ユーザーアクティビティ
はアクティブなデータセンターに透過的にフェイルオーバーします。 データセンターのブロック
モードだったコンポーネントが稼働可能状態に戻ると、データセンターはブロックモードを解除
します。 データセンターがブロックモードになった場合、またはそのモードから解除された場
合、管理者に電子メールが送信されます。
ブロックモードがオンになるのは、以下の条件すべてが真になった場合です。
• 1 つ以上の電話コンポーネントまたはデータベースレプリケーションが失敗する。
• この状況が 5 分以上持続する。
• MDC システム内の他のデータセンターは稼働している。
ブロックモードのデータセンターへのエンドユーザーのアクセスは禁止されます。すべてのユー
ザーアクティビティはアクティブなデータセンターにリダイレクトされます。 管理者はブロック
されているデータセンターの管理サイトにアクセスして、状況を監視し、問題をトラブルシュー
ティングすることができます。
ブロックモードは、すべてのコンポーネントが正常状態に戻った場合、自動的にオフになります。
エンドユーザーによるアクセスが復活し、データセンターは 5 秒ごとのコンポーネントのポート
フォリオを復活させます。

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。
• 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, （343 ページ）を参照。)
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• 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、ライセンスはライセンスマネージャーが動作中の他
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。(ライセンスの再ホスト, （335
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, （344 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, （336 ページ）
• スケジュールされたミーティング(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
◦ 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。
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◦ 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。

（注）

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。
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

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

-av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ 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、データセンターがすべて、音声暗号化 -AE または音声非暗号化 -AU であることを確認し
ます。（システムの音声暗号化タイプは変更できません。新しいシステムを作成する必要があ
ります。）
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 (two minimum) 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、有効または無効のいずれにするにしても、インターネットリ
バースプロキシ (IRP) を設置する必要があります。 この点でミスマッチがあってはなりませ
ん。 参加の後で、すべてのデータセンターが IRP に関して同じ設定になるように、IRP をデー
タセンターに追加する、またはデータセンターから削除することができます。
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, （70
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。 ストレージを設定する場合、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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
344

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

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。
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 Active CWMS データセンターを結合する準備, （341 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] > [結合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。 ネットワークがスプリットホライズン DNS （最も一般的な設定）で設定さ
れていない場合、この URL はすべてのユーザーに対してこのシステムのパブリック VIP アドレスを
解決します。 ネットワークがスプリットホライズン DNS で設定されている場合、この URL は内部
ユーザーに対してこのシステムのプライベート VIP と、外部ユーザーに対してこのシステムのパブ
リック VIP アドレスを解決します。
• ローカル管理 URL—このデータセンターのプライベート VIP アドレスを解決するシステム管理 URL。
• ローカルデータセンター名—ローカルシステム上のプライマ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。
（注）

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。

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、「データセンターをマルチデータセンターシステムに統合, （346 ページ）」を参照してくだ
さい。
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データセンターをマルチデータセンターシステムに統合
結合リクエストは 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へ送られ、このデー
タセンターは CWMS マルチデータセンター（MDC）システムをサポートしてます。 結合後、プ
ライマリデータセンターはそのデータを保持しミーティング記録にアクセスします。 セカンダリ
データセンターのすべてのミーティング情報と記録はアクセスできないようになります。 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。

（注）

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, （287 ページ）を参照。)
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（注）

英語以外の言語を使用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:
• 管理者アカウントが、同一の言語設定を備えたすべての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プライマリデータセンターにホストされていて、その管理者がシス
テムに結合するデータセンターにアカウントを持っていて、データセンターがプライマ
リデータセンターと異なる言語を設定されている場合、タスクリストは英語で表示され、
データベーステーブルは同期します。 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。 続けるには、管理者は以下
を行います。
1 現在のブラウザを閉じます。
2 セカンダリデータセンターのローカル管理者 URL を使って新しいウィンドウを開きま
す。
3 プライマリデータセンターに管理者アカウントを使ってサインインします。
4 [データセンター] > [データセンターの追加] を選択して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。)
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、License Manager をホ
ストするデータセンターで再ホストできます。 (ライセンスの再ホスト, （335 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。
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（注）

データセンターへは RSA 自己署名証明書を使ってのみ入れます。 TLS 1.0 は PCI Vulnerability
Scanning ベンダーによって、Medium Vulnerability とマークされています。 データセンターが
MDC を統合後、他の証明書をシステムに追加できます。 www.nist.gov/
manuscript-publication-search.cfm?pub_id=915295 と www.tenable.com/blog/
pci-ssc-announces-the-end-of-ssl-usage-for-the-payment-card-industryを参照してください。

ステップ 1

セカンダリデータセンターから MDC システムに結合の要求を送信するには、 [データセンター] > [データ
センターの追加] > [システムの結合] の順に選択します。

ステップ 2

参加:
• リモートシステム証明書—他のデータセンターから「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, （344 ページ）」処理中にダウンロードされたシステム証明書。
（注）

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。

• 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。
• リモート管理メール—結合したデータセンターへのアクセスに使うメールアドレスE。
• リモート管理者パスワード —結合の準備をしているデータセンターへの管理アクセスができるパス
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します。
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。
（注）
[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。

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。

Cisco WebEx Meetings Server Release リリース 2.8 の管理ガイド
348

マルチデータセンター環境での災害復旧

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
• 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
設定を変更する, （236 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システムの問題によって 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, （192 ページ）を参照。) 置き換えたデータセンターにはユーザー情報を直ちに
入力します。 ライセンスサーバーが故障したデータセンターにあった場合、MDC およびユーザー
ライセンスは置き換えたデータセンターでホストし直す（ ライセンスの再ホスト, （335 ページ）
を参照）必要があります。
残りのデータセンターはシステムを、それが稼働中である限り、サポートします。 ただし、この
シナリオでは、システムには冗長性が一切ありません。
1 つのデータセンターのデータベースノードがダウンした場合、他のデータセンター内のデータ
変更はキューに繋がれます。 これらのキューに繋がれたデータは、故障したデータセンターが復
帰した場合、または置き換わるデータセンターが参加した場合、同期が取られます。
キューが制限値まで膨らんだ場合、データセンターはディスクが満杯になるのを避けるためキュー
イングを停止するので、本来の機能は失われます。 キューが制限値を超えた場合、故障したデー
タセンターが復帰したとしても、MDC はデータの同期を試みません。つまり、システムは MDC
ではなくなります。
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障害が予想される場合、適切な電子メール通知が送信されます。

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, （350 ページ）を参照します。)

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, （344 ページ）を参照します。)

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。
(データセンターをマルチデータセンターシステムに統合, （346 ページ）を参照します。)
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。

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。

（注）

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しません。 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, （337 ページ）を参
照。)

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。
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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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。
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、 [削除] （[アクション] 列）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。
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
メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動するかリブートするか判断し、適切なメッセージ
を表示します。 再起動には約 3 ～ 5 分、リブートには約 30 分かかります。 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。 DNS 解決ポリシーにより、管理者がどのデータセンターを見られるか決定できます。 [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。
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。
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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サポート機能の使用
• ログのカスタマイズ, 353 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, 355 ページ
• リモートサポートアカウントを無効にする, 355 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。

（注）

ログファイルは就業時間外に生成することを推奨します。 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 を Release 2.5 に
アップグレードした場合、Release 2.0 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。

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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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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フィールド

説明

（オプション）ケース ID

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。

種類

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

範囲

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。
（注）

含める

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。

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

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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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。
フィールド

説明

リモートサポートアカウント名

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)。

アカウントの有効期限

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。

[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。
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。 このダッシュボードを使用して、システムのすべてのデータセンターを管理します。

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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