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第 1 章

システム概要

•製品ライセンス情報（1ページ）
•製品マニュアルについて（1ページ）
•規約（2ページ）

製品ライセンス情報
製品ライセンス情報へのリンク:

• http://www.webex.com/license.html

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

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

製品マニュアルについて
Cisco Webex Meetings Server Guidesでは、システムの計画、展開、管理など、詳細な手順を説
明します。

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

ンストールおよびネットワークのチェックリストを含んでいます。

さらに、以下のような展開後のシステム変更手順を扱いします。

•高可用性システム（HA）を追加する

•大きなシステムサイズにシステムサイズを拡張する

•システムを最新バージョンに更新またはアップグレードする

「Cisco Webex Meetingsサーバー管理ガイド」では、以下を含む管理サイトで利用可能な機能
の使い方について説明しています。
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•ダッシュボード：ダッシュボードは、システムモニターを表示します。これには、[アラー
ム設定]、[ミーティングの傾向]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、ユーザの管理（115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（161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（213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（325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（363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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第 I 部

Cisco Webex Meetings Server展開
•システムでの VMware vSphereの使用（5ページ）
•システム展開の全般情報（13ページ）
•システム展開:ワークフローと手順（23ページ）
•展開後にシステムを変更する（43ページ）
•高可用性システムの追加（45ページ）
•システムの拡張（53ページ）
•システム容量を管理する（59ページ）
•システムの更新（65ページ）
•システムのアップグレード（73ページ）
•システムのテスト（83ページ）





第 2 章

システムでの VMware vSphereの使用

• VMware vSphereの使用（5ページ）
• ESXiホストを設定して NTPサーバーを使用する（6ページ）
• VMware vCenterを使用してバックアップを作成する（6ページ）
• VMware vCenterを使用してスナップショットを撮る（7ページ）
•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 5.5、6.0、または 6.5を使用している。

以前のリリースの vSphereはサポートされていません。

• VMware ESXi 5.5または 6.0.を使用している。

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

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

• VMware vCenterを使用して、Cisco Webex Meetings Serverシステムが展開される ESXiホ
ストを管理する必要があります。

•仮想マシンの電源を切るときには、常に [電源] >ゲストシャットダウン (仮想マシン)。
（[電源オフ]オプションを使用しないでください。）
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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。

重要

サポートされているVMwareの設定に関する詳細は、『CiscoWebexMeetings Serverプランニン
グガイドとシステム要件』を参照してください。

（注）

ESXiホストを設定して NTPサーバーを使用する
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。

手順

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

ステップ 2 [構成] >時間の構成 (ソフトウェアセクション内)。

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
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タ復元（VMware vSphere Release 5.0で使用可）または vSphereデータ保護（vSphere Release 5.1
で使用可）により仮想マシンのそれぞれのバックアップを作成することをお勧めします。

(VMware Data Recover/vSphere Data Protectionは、vSphere Essentials Kit以外の、VMware vSphere
に含まれています。詳細については、http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdfを参照して
ください。）

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

は、NFSまたは SSHストレージサーバーの追加（188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。

手順

ステップ 1 メンテナンスモードをオンにするメンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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、『VMwareDataRecovery管理ガイド』または『vSphere
Data Protection管理ガイド』を参照してください。

当社は、システムの変更手順を完了し、システムのテストを完了し、その結果に問題

がない場合にのみバックアップを削除するよう勧めています。古いバックアップまた

はスナップショットからデータセンターを復元する場合、予期しない動作の原因とな

る場合があります。

（注）

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

使用されます。スナップショットは、ある時点におけるシステムの写真であり、バックアップ
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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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。アクティブ状態のデータセンターすべてにお
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いて、[メンテナンスモードをオンにする]によって、会議機能性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。

ステップ 3 VMware vCenterで、[電源] >ゲストシャットダウン仮想マシンの。

ステップ 4 [スナップショット] >スナップショットの取得仮想マシンの。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

•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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

すべてのアクティブなデータセンターでメンテナンスモードをオンにすると、会議活動が停止

し、ユーザーはWebexにサインインできなくなり、ミーティングのスケジュールまたは参加
ができなくなり、ミーティングの録画再生ができなくなります。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（107ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 3 VMware vCenterで、[VM]>電源>ゲストシャットダウン (データセンターの各仮想マシン上)。

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

ステップ 4 すべてのVMからスナップショットを削除するには、[VM] > Snapshot > [スナップショットマ
ネージャ]を選択します。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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。)
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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。

注意

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

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

マシンと呼びます。

（注）

手順

ステップ 1 VMware vCenterの在庫を検索して、システムに対する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] >
インベントリ > データストアとデータストアのクラスターを選択します。

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。
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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]の順に選択して、ホストとクラスタの一覧を表示するvCenterビューに戻ります>
インベントリ >ホストおよびクラスターを選択します。

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。

[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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第 3 章

システム展開の全般情報

•システムサイズ（13ページ）
•展開で使用される用語（14ページ）
•システムプロファイル情報（15ページ）
•インストールのチェックリスト（16ページ）
•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（20ページ）

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。)

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
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•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

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。
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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 2データセンター 1

ローカルサイト URL

ローカル管理者 URL

パブリック仮想 IPアドレス

プライベート仮想 IPアドレス

DNS Server

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

Administrator Password

Remote Access1

リモートアクセスのパスワー

ド
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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。

インストールのチェックリスト

VMware vCenterを使用して、Cisco Webex Meetings Serverシステムが展開される ESXiホスト
を管理する必要があります。

制約事項

ネットワークの変更

詳細については、『Cisco Webex Meeting Serverプランニングガイド』を参照してください。
以下を考慮します。

•パブリックアクセス:ファイアウォール外のユーザーがインターネットまたはモバイルデ
バイスからミーティングを主催してアクセス可能かどうか。(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）
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•手動展開の際の必須情報（20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。

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。)

（注）

システムの値説明フィールド名

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

vCenter URL

お使いのシステムに仮想マシンを展開するた

めのユーザー名。このユーザーは管理者特権

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

vCenterユーザー名

vCenterユーザーのパスワード。vCenterパスワード

メディア仮想マシンの ESXiホスト。

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

（注）

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

ESXiホスト

メディア仮想マシンのデータストア。(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

データストア
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システムの値説明フィールド名

メディア仮想マシンのポートグループ。

管理用仮想マシンに選択したのと同

じポートグループを選択することを

推奨します。

（注）

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

仮想マシンポート

グループ

メディア仮想マシンのFQDN(すべて小文字)。(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

メディア仮想マシ

ンの FQDN。

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

(250および 800人
の同時使用ユー

ザーのシステムの

み)

メディア仮想マシ

ンの IPv4アドレ
ス:

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の ESXiホスト。

管理用仮想マシンおよび他の内部の

仮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。

（注）

(パブリックアクセ
スのみ)

ESXi主催者

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

のデータストア。

(パブリックアクセ
スのみ)

データストア
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システムの値説明フィールド名

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

のポートグループ。

セキュリティ上の理由で、管理用仮

想マシンで選択したのと異なるポー

トグループを選択することをお勧め

します。

（注）

(パブリックアクセ
スのみ)

仮想マシンポート

グループ

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の FQDN (すべて小文字)。
(パブリックアクセ
スのみ)

インターネットリ

バースプロキシの
FQDN

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

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

(パブリックアクセ
スのみ)

インターネットリ

バースプロキシ

IPv4アドレス

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の IPv4ゲートウェイ。
(パブリックアクセ
スのみ)

IPv4ゲートウェイ

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

のサブネットマスク。

(パブリックアクセ
スのみ)

IPv4サブネットマ
スク

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の DNSサーバー。
(パブリックアクセ
スのみ)

プライマリ DNS
サーバー IPv4アド
レス

（オプション）インターネットリバースプロ

キシ仮想マシンのその他の DNSサーバー。
(パブリックアクセ
スのみ)

セカンダリ DNS
サーバー IPv4アド
レス
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システムの値説明フィールド名

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

催して参加します）

パブリック VIP

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

• Webexサイト URLの IPアドレス（内部
ユーザー専用、スプリットホライズン

DNSがある場合）。

プライベートVIP

ユーザーがミーティングを開催し、それに参

加するための HTTP URL（すべて小文字）を
保護します。

Webexサイトの
URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理

するための HTTP URL（すべて小文字）を保
護します。

Webex管理 URL

次に行うこと

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

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

URLを新しいパスコードのとともに使用する必要があります。
（注）

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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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。)

（注）

これはシステムに必要な情報です。

システムの値説明フィールド名

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

して参加します)

パブリック VIP

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

• Webexサイト URLの IPアドレス (内部
ユーザー専用、スプリットホライズン

DNSがある場合)。

プライベートVIP

ユーザーがミーティングを開催し、それに参

加するための HTTP URL（すべて小文字）を
保護します。

Webexサイトの
URL

管理者がシステムを構成、監視、および管理

するための HTTP URL（すべて小文字）を保
護します。

Webex管理 URL

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。

内部仮想マシンの
FQDN

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の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。

(パブリックアクセ
スのみ)

インターネットリ

バースプロキシの
FQDN

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
21

Cisco Webex Meetings Server展開

手動展開の際の必須情報



次に行うこと

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

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

URLを新しいパスコードのとともに使用する必要があります。
（注）
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第 4 章

システム展開:ワークフローと手順

•システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
•システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）
• VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する（25ページ）
•セットアップ用言語を選択する（28ページ）
•展開の確認（29ページ）
•システムのサイズを確認する（29ページ）
•インストールするシステムの選択（30ページ）
•展開中にシステム容量を拡張する（30ページ）
•展開のタイプの選択（31ページ）
• VMware vCenterの入力情報を提供する（31ページ）
•メディアおよびWeb仮想マシンの vCenter設定を選択する（32ページ）
•メディアおよびWeb仮想マシンのネットワーク情報を入力する（32ページ）
•パブリックアクセスを追加する（33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（34ページ）
•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（35ページ）
•パブリック VIPアドレスの入力（35ページ）
•プライベート VIPアドレスの入力（36ページ）
• Webex共通サイト URLおよび管理サイト URLの入力（36ページ）
•ネットワークが適切に構成されていることを確認する（39ページ）
•仮想マシンを自動的に展開する（39ページ）
•仮想マシンを手動で展開する（40ページ）
•システムのチェック（41ページ）

システムの自動展開:ワークフロー

手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する（25ページ）

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
23



ステップ 2 セットアップ用言語を選択する（28ページ）

ステップ 3 展開の確認（29ページ）

ステップ 4 システムのサイズを確認する（29ページ）

ステップ 5 インストールするシステムの選択（30ページ）

ステップ 6 展開のタイプの選択（31ページ）

ステップ 7 VMware vCenterの入力情報を提供する（31ページ）

ステップ 8 メディアおよびWeb仮想マシンの vCenter設定を選択する（32ページ）

ステップ 9 メディアおよびWeb仮想マシンのネットワーク情報を入力する（32ページ）

ステップ 10 パブリックアクセスを追加する（33ページ）

ステップ 11 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（34ページ）

ステップ 12 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（35ページ）

ステップ 13 パブリック VIPアドレスの入力（35ページ）

ステップ 14 プライベート VIPアドレスの入力（36ページ）

ステップ 15 Webex共通サイト URLおよび管理サイト URLの入力（36ページ）

ステップ 16 ネットワークが適切に構成されていることを確認する（39ページ）

ステップ 17 仮想マシンを自動的に展開する（39ページ）

ステップ 18 システムのチェック（41ページ）

システムの手動展開:ワークフロー

手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントから OVAファイルを展開する（25ページ）

ステップ 2 セットアップ用言語を選択する（28ページ）

ステップ 3 展開の確認（29ページ）

ステップ 4 システムのサイズを確認する（29ページ）

ステップ 5 インストールするシステムの選択（30ページ）

ステップ 6 展開中にシステム容量を拡張する（30ページ）

ステップ 7 展開のタイプの選択（31ページ）

ステップ 8 パブリックアクセスを追加する（33ページ）

ステップ 9 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（34ページ）

ステップ 10 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（35ページ）

ステップ 11 パブリック VIPアドレスの入力（35ページ）

ステップ 12 プライベート VIPアドレスの入力（36ページ）

ステップ 13 Webex共通サイト URLおよび管理サイト URLの入力（36ページ）
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ステップ 14 ネットワークが適切に構成されていることを確認する（39ページ）

ステップ 15 仮想マシンを手動で展開する（40ページ）

ステップ 16 システムのチェック（41ページ）

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。

始める前に

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
を管理する必要があります。 vSphereクライアントを使用して vCenterにサインインし、管理
仮想マシンの OVAファイルを展開してください。

手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにサインインします。

必ず管理者権限を持つユーザーでサインインしてください。展開、構成、電源オン/オフ、お
よび仮想マシンの削除。

ステップ 2 [ファイル] > OVFテンプレートの展開...

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Web
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、システム展開の全般情報（13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。

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

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

とができます。

（注）

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

•仮想マシンのホスト名（ここにドメインを含みません）

•仮想マシンのドメイン

•仮想マシンの IPv4アドレス (Eth0)

•仮想マシンのサブネットマスク

•ゲートウェイの IPアドレス
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•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスを含むプライマリ DNSサーバー

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

•仮想マシン起動後の、インストール時に表示される言語

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

（注）

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

ステップ 14 システムを手動でアップグレードするとき、[終了]を選択し、この手順の残りをとばし、シス
テムの手動アップグレード（79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。

次のタスク

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（28ページ）
を参照してください。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）
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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。

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

重要

詳しい手順は、VMware vSphereの説明書を参照してください。（注）

手順

ステップ 1 vSphereクライアントで、[電源] >ゲストシャットダウン (仮想マシン)。

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。

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はアップグレードした後の、データセンターのデフォルト名です。英語からい
かなる言語へも翻訳されません。

（注）
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始める前に

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。参照先VMware
vSphereクライアントから OVAファイルを展開する（25ページ）

手順

ステップ 1 ドロップダウンメニューから言語を選択します。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

展開の確認

手順

ステップ 1 新しいシステムを展開するか、または既存システムを拡張するか指定します。

ステップ 2 [次へ]をクリックします。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

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。

手順

ステップ 1 OVA展開時に選択したシステムサイズが正しいか確認するには、[次へ]をクリックします。

ステップ 2 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]をクリックします。

ステップ 3 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
を検索します。

ステップ 4 [電源] >ゲストシャットダウン (仮想マシン)。

ステップ 5 仮想マシンを右クリックして、[ディスクから削除]を選択します。
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ステップ 6 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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

インストールするシステムの選択

手順

ステップ 1 インストールの種類を決めます。

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

•プライマリシステムが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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

展開中にシステム容量を拡張する
大規模システムの展開中に、システムを 2000から 4000ポートまで拡張することができます。
このオプションは、大規模なシステム展開でのみ表示されます。

手順

ステップ 1 [拡張番号を作成する]チェックボックスにチェックを入れます。

ステップ 2 ドロップダウンリストから拡張ユニット数を選択し、[次へ]をクリックします。

各拡張ユニットには最大で 700個のポートが追加され、システムに最大 4000ポート
まで追加されます。 3つの拡張ユニットを追加する場合、700 + 700 + 600ポートを追
加して、システム容量を 2倍にします。

（注）
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関連トピック

システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

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の考慮事項が影響します。

•時間的な制限がある場合は、自動展開の方が手動展開より早く実装できます。

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

• vCenter Vmwareの操作に慣れていて vCenterの入力情報を提供したくない場合は、手動展
開を選択します。

常に手動展開が必要 2000ユーザーのシステムを展開する場合、当社は [自動]を選択すること
を推奨します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの展開オプションを選択します。

•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]をクリックします。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

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。

始める前に

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。
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手順

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

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

む必要があります。

ステップ 3 このユーザー名のパスワードを入力します。

ステップ 4 [次へ]を選択します。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）

メディアおよびWeb仮想マシンの vCenter設定を選択す
る

メディア仮想マシンは小、中、大規模システムに必要です。Web仮想マシンは大規模システ
ムに必要です。

手順

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

ステップ 2 メディアまたはWeb仮想マシンのデータストアを選択します。

ステップ 3 メディアまたはWeb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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）

メディアおよびWeb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した後、Cisco Webex Meetings Serverにより
ネットワーク情報が入力されます。
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メディアおよびWeb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。メディアまたはWeb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サーバーを編集しないでください。

（注）

手順

ステップ 1 メディアおよびWeb仮想マシンの FQDNを入力します

ステップ 2 [次へ]を選択します。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）

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)と
してアップグレードする必要があります。データセンターを変更し、データセンターのサイ

ズとバージョンが一致していることを確認した後、MDC環境を復元することができます。

始める前に

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。

手順

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

次のタスク

•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（34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（36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（166ページ）

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24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

始める前に

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、お使いのリリースの『CiscoWebexMeetings
Serverプランニングガイド』を参照してください。

手順

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。
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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

始める前に

DNSサーバー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。

内部ネットワークからの検索をサポートする DNSサーバーがある場合は、これらのサーバー
にも情報を追加してください。この構成により、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。

手順

ステップ 1 次の情報を入力します:

•完全修飾ドメイン名 (FQDN)

• IPv4ゲートウェイ

• IPv4サブネットマスク

•プライマリ DNSサーバー IPv4アドレス

•（オプション）セカンダリ DNSサーバー IPv4アドレス

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入力されます。

ステップ 2 [次へ]を選択します。

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

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

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

• Split-horizon DNSがありパブリック VIPアドレスが追加されている場合、外部ユーザーは
パブリック VIPアドレスを使用してミーティングの主催および出席を行います。
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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、お使いのリリースの『Cisco Webex Meetings Serverプランニングガイド』を参照してく
ださい。

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

（注）

手順

•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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

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。

始める前に

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。

手順

• 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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

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。
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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。

手順

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。

関連トピック

WebexサイトおよびWebex管理 URL（37ページ）
システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

WebexサイトおよびWebex管理 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。

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

Webex管理 URL

管理者はWebex管理URLにアクセスしてシステムの構成、管理、監視を行います。このURL
はプライベート仮想 IPアドレスに名前解決されます。
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ポート 80および 443はWebex管理 URLに対しオープンである必要があります。（注）

WebexサイトおよびWebex管理のURLに対する名前

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

•システムを構成する仮想マシンと同じホスト名

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-client-services

• emails

•保守

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• [url0107ld]

• version

• WBXService

• webex
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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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）

仮想マシンを自動的に展開する
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。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ない限り、

すべての仮想マシンが展開され電源がオンになるまで、このページを閉じないでください。

[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。再
び [仮想マシンの検出]をクリックして、仮想マシンの FQDNを変更できます。

手順

ステップ 1 (オプション)ステータス列にすべての緑色のチェックが表示されたら、[次へ]をクリックしま
す。

ステップ 2 エラーが表示される場合は、エラーを修正します。

[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。ログには、展開に失敗した場合のトラブルシューティングに使用できる情報が記

載されています。

ステップ 3 エラーに関連する仮想マシンの電源をオフにして削除してください。
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ステップ 4 [次へ]をクリックしてシステムを再展開します。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）

仮想マシンを手動で展開する
システムに仮想マシンの情報を提供した後、各仮想マシンをシステムに接続します。このリス

トには、拡張ユニット用の仮想マシンが表示されます。

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ない限り、システムがすべての仮想マ

シンに接続されるまでこのページを閉じないでください。

（注）

手順

ステップ 1 システムに必要な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を使用して仮想マシンを展開します。

ステップ 3 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。

ステップ 4 [仮想マシンの検出]をクリックしします。

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 5 各仮想マシンに [接続]状態が表示されるまで待機します。

ステップ 6 ステータス列にすべての緑色のチェックが表示されたら、[次へ]をクリックします。

ステップ 7 エラーが表示される場合は、エラーを修正します。

[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。ログには、展開に失敗した場合のトラブルシューティングに使用できる情報が記

載されています。

ステップ 8 エラーに関連する仮想マシンの電源をオフにして削除してください。

ステップ 9 [次へ]をクリックしてシステムを再展開します。

関連トピック

システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）
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システムのチェック
システムチェックがシステムの構成パラメータを確認します。これには、仮想マシンが最小構

成要件を満たしているか、WebexサイトおよびWebex管理 URLが正しいか確認することが含
まれます。

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

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

れます。

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

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

ます。

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。

手順

•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。（180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。（180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
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者アカウントを作成する（161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。

関連トピック

システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）
システムの手動展開:ワークフロー（24ページ）
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第 5 章

展開後にシステムを変更する

•システム変更手順の準備（43ページ）

システム変更手順の準備
システムを変更する、管理者による高度な準備が必要なイベント:

•高可用性（HA）システムの追加と削除高可用性システムの追加（45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（73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（53ページ）を参照
してください。

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

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

ぼさない時間にスケジュールしてください。

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

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

変更は保存されません。また、予測しない結果を招くことがあります。

（注）

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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第 6 章

高可用性システムの追加

•高可用性 (HA)をシステムに追加するための準備（45ページ）
•高可用性 (HA)にシステムを展開（47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（48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（49ページ）
•高可用性システムを削除（50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（50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。

•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。
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•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。

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。

（注）

• 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

手順

ステップ 1 システムの自動展開:ワークフロー（23ページ）またはシステムの手動展開:ワークフロー（
24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

たかわからない場合、大規模システム (2000人の同時ユーザー)を展開するのでない限り、こ
の手順を使って字度y的にシステムを展開します。大規模なシステムでは、システムを手動で
展開する必要があります。

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. 別のブラウザーウィンドウで、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。
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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。

次のタスク

高可用性システムをプライマリシステムとリンク形成（48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:

始める前に

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（47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。

手順

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
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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。

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

（注）

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

成されます。

ステップ 8 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（50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。
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•一部の障害は、電話会議の音声接続を切断する場合があります。その場合、ユーザーは手
動で再接続する必要があります。再接続は 2分のうちに成功する必要があります。

•一部の障害では、すべてのクライアントとミーティングが影響を受けません。ミーティン
グの接続は通常、複数の仮想マシンとホストにわたって再分配されます。

2000ユーザーシステムの追加情報

2000ユーザーシステムは、HAシステムの追加なしでいくらかの高可用性機能を提供します。
高可用性なしの 2000ユーザーシステムの場合:

•ウェブまたはメディア仮想マシンが失われてもシステムはまだ機能しますが、システム容
量は障害を負います。

•管理用仮想マシンの損失は、システムを使用不能にします。

高可用性の 2000ユーザーシステムの場合:

• 1つの仮想マシンの損失 (管理、メディア、またはウェブ)はシステムに影響を与えませ
ん。プライマリ仮想マシン (管理とメディア、またはウェブとメディア)または HA仮想
マシン (管理とメディア、またはウェブ)をホストする 1つの物理サーバーが失われても、
システムは全容量で稼働します。

•障害のある仮想マシンが再起動されたとき、それはシステムに再度参加し、システムは正
常な動作状態に戻ります。

•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 Cisco Webexサイトに再びサインインし、代替のWeb仮想
マシンでホストされる新しいブラウザー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

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [メンテナンスモードをオンにする]を選択します。

ステップ 3 システムセクションで [詳細]を選択します。
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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、高可用性システムの追加（45ページ）を参照してください。

高可用性システムが削除されます。

ステップ 6 VMwarevCenterを開き、[ディスクから削除]コマンドを使用して高可用性システムを削除しま
す。

ステップ 7 [メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]を選択して確認します。
システムが再起動します。
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第 7 章

システムの拡張

•システム拡張の準備（53ページ）
•システムサイズを拡張する（54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、および拡張したシステムへのシステ

ムデータの移動が必要です。

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（360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。

•拡張されたシステムのMDCライセンスを購入します。

•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
（356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ストレージを使用しているシステムを拡張する場合、新しく展開される仮想マシンに
は、元のシステムと同じ NFSストレージへのアクセス権限が必要です。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

•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
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•元のシステムをアップグレードまたは拡張する際には、パラレルシステムを作成します。
元のシステムの試用期間が残っている場合、そのアップグレードまたは拡張されたシステ

ムへ残りの期間が移行します。

システムサイズを拡張する

始める前に

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。

ベース 4.0 Open Virtualization Archive (OVA)ファイルを取得します。この要件は4.0で最初に
展開されたシステムと、3.0で展開され4.0へ更新 (マイナー)されたシステムに適用されます。

表 1 :拡張チェックリスト

システムの現在の値フィールド名

Webexサイトの URL

管理者サイト URL

プライベート VIPアドレス

パブリック VIPアドレス

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（360ページ）を参照してください。）

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。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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（360ページ）を参照してください。
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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（349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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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。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クライアントを使用して、[電源] >ゲストシャットダウン (元のシステムの仮
想マシン)。

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（25ページ）を参照。)

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（28ペー
ジ）を参照。)

ステップ 16 [既存システムの容量を拡張] >次へを選択します。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
55

Cisco Webex Meetings Server展開

システムサイズを拡張する



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（29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（31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（31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。 (メディアおよびWeb仮想マシンの vCenter設定を選択する（32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。（メディアおよびWeb仮想マシンのネッ
トワーク情報を入力する（32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（171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
（35ページ）を参照。)

元のシステムで使用したのと同じパブリック VIPアドレスを入力するか、新しい IPアドレス
に変更できます。変更する場合は、DNSサーバーに必要な更新を行います。

ステップ 22 Webexサイト URLにプライベート VIPアドレスを入力します (プライベート VIPアドレスの
入力（36ページ）を参照。)

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
（36ページ）を参照。)
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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。

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

• Webページ、Webex Meetingsデスクトップアプリケーション、モバイルアプリ
ケーションからのログイン

•録画の再生

（注）

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（36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（
39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
ンを手動で展開する（40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（41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 Webexアシスタン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（356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、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、どのデータセンターを見られるか
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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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

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

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

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

（注）

ステップ 32 拡張されたシステムをテストします。 (システムテストについて（83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。

次のタスク

システムを任意のMRにアップデートします。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
58

Cisco Webex Meetings Server展開

システムサイズを拡張する



第 8 章

システム容量を管理する

•システム容量（59ページ）
•推奨されるブレードの割り当て（60ページ）
•システム容量の拡張（61ページ）
•システム容量を減らす（62ページ）

システム容量
基本展開モデルは、ミクロ (50)、小 (250)、中 (800)、および大規模 (2000)です。システム容量
を 2000から最大 4000ポートの大規模な展開に拡張することができます。拡張されたシステム
展開の容量を、2000ポートベースの大規模展開に引き下げることができます。

複数のデータセンターを拡張するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 2つの大規模システムを拡張し、参加して追加の大規模MDCシステムを作成します。

•すでに大きなMDCシステムが存在する場合、両方の大規模システムを拡張して、さらに
巨大なMDCシステムを作成することができます。

大規模MDCシステムを拡張する場合、または 2つの大規模システムを展開して参加する場
合、両方のシステムに同じ数の拡張ユニットを追加します。

MDCシステムの容量を拡張または縮小する前に、両方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す。

重要

システム容量を延長または縮小するには、最大3個の拡張ユニットを追加または削除します。
各拡張単位は、以下のコンポーネントで構成されます。

• 1個のメディア

• 1個のWeb

• 1個の IRP (パブリックアクセスが有効になっている場合のみ)
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各拡張ユニットには最大で 700個のポートが追加され、システムに最大 4000ポートまで追加
されます。 3つの拡張ユニットを追加する場合、700 + 700 + 600ポートを追加して、システム
容量を 2倍にします。

（注）

拡張容量機能を利用するにはライセンスが必要です。詳細については、Ciscoアカウントマ
ネージャーに連絡してください。

推奨されるブレードの割り当て
3個の拡張ユニットを追加すると、システム容量とハードウェア要件が倍増します。ブレード
の割り当てパターンは、大規模システムに依存しています。拡張したシステムでは、1つのブ
レードに 2個の IRPを割り当てることができます。

IRP2がバックアップロードバランサーであるため、IRP2を IRP1として (基本システムから)
同じブレードに割り当てないようにします。

重要

次の表では、1つのシステムに対するブレードの割り当てを示します。マルチデータセンター
の場合、両方のデータセンターで同じ割り当てが使用されます。

表 2 :ブレードの割り当て

メディア[管理者]ブレード 1

ウェブメディアブレード 2

ウェブメディアブレード 3

IRP 3 *IRP 1ブレード 4

IRP 4 *IRP 2 *Blade 5 *

Web *Media *Blade 6 *

Web *Media *Blade 7 *

Web *Media *Blade 8 *

*拡張容量の新機能
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システム容量の拡張
仮想マシンの拡張ユニットを最大 3個追加することにより、システム容量をを拡張します。
MDCの容量を拡張する場合、手順は同じです。両方のシステムに同じ数の拡張ユニットを追
加する必要があります。

始める前に

ベース 4.0 Open Virtualization Archive (OVA)ファイルを取得します。この要件は4.0で最初に
展開されたシステムと、3.0で展開され4.0へ更新 (マイナー)されたシステムに適用されます。

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。重要

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、この手順の「関連トピック」を参照してくださ

い。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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

すべてのアクティブ状態のデータセンターで [メンテナンスモードをオンにする]によって、
会議機能性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ールオーバーします。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。

ステップ 3 [システム]タブに移動し、[管理]をクリックします。

ステップ 4 [システムの仕様の管理]ページで、[システム容量の管理]ラジオボタンをクリックし、次に
[続行]をクリックします。

ステップ 5 [システム容量の管理]ページで、[システム容量の拡張]ラジオボタンをクリックし、次に [続
行]をクリックします。

ステップ 6 [700ポートの追加]をクリックして、拡張ユニットを追加します。

拡張ユニットを追加するたびに、新しいフィールド (メディア、Web、および IRP仮想マシン
用)が表示されます。 4000ポートの最大容量に達するまで、この手順を繰り返します。
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ステップ 7 新しい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]をクリックします。

ステップ 8 アップロードが完了したら、[完了]をクリックします。

新しく追加された仮想マシンの CWMSバージョンによっては、システムの再起動が必要にな
る場合があります。

ステップ 9 メンテナンスモードをオフにする

関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする（105ページ）
メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）

システム容量を減らす
MDCの容量を減らす場合、手順は各データセンターと同じです。両方のシステムから同じ数
の拡張ユニットを削除する必要があります。

始める前に

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。重要

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、この手順の「関連トピック」を参照してくださ

い。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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

すべてのアクティブ状態のデータセンターで [メンテナンスモードをオンにする]によって、
会議機能性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ールオーバーします。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。

ステップ 3 [システム]タブに移動し、[管理]をクリックします。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
62

Cisco Webex Meetings Server展開

システム容量を減らす



ステップ 4 [システムの仕様の管理]ページで、[システム容量の管理]ラジオボタンをクリックし、次に
[続行]をクリックします。

ステップ 5 [システム容量の管理]ページで、[システム容量の削減]ラジオボタンをクリックし、次に [続
行]をクリックします。

ステップ 6 ドロップダウンリストから、削除するメディア、Web、および IRP仮想マシンの完全修飾ドメ
イン名を選択します。

ステップ 7 (オプション)別の拡張ユニットを削除するには、[VM削除のために新規グループの追加]をク
リックして、削除する VMの FQDNを選択します。

ステップ 8 [仮想マシンの削除]をクリックしします。

ステップ 9 アップロードが完了したら、[完了]をクリックします。

ステップ 10 メンテナンスモードをオフにする

関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする（105ページ）
メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
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第 9 章

システムの更新

•システムのアップデートについて（65ページ）
• CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する（68ページ）
• [データセンターの更新]（69ページ）

システムのアップデートについて
シングルデータセンター (SDC)システムで、データセンターはメンテナンスモードにする必要
があります。

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

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

（注）
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アップグレードまたはアップデート

次の表を使用して、 Cisco Webex Meetings Server Release 4.0へのアップグレードパスをを決定
します。

リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 1.5MR5へのアップデート

2. 1.5 MR5パッチ 2以降にアップデートしてください。

3. 2.8へのアップグレード

4. 2.8MR1へのアップデート

5. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

6. 4.0へのアップグレード

1.5から 1.5MR4

1. 1.5 MR5パッチ 2以降にアップデートしてください。

2. 2.8へのアップグレード

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

1.5 MR5

1. 2.8へのアップグレード

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

1.5 MR5パッチ 2以降に
アップデートしてくださ

い。

1. 2.0MR9へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.0から 2.0MR8

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
66

Cisco Webex Meetings Server展開

アップグレードまたはアップデート



リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.0MR9以降

1. 2.5MR6へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.5から 2.5MR5

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.5MR6以降

1. 2.6MR3へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.6から 2.6MR2

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.6MR3以降
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リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.7または 2.7MR

1. 2.8MR1へのアップデート

2. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

3. 4.0へのアップグレード

2.8

4.0へのアップグレード2.8 MR1パッチ 2以降に
アップデートしてくださ

い。

4.0へのアップデート3.0または 3.0MR

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。

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。

手順

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。
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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 [CD/DVDドライブ 1]> [ISOイメージに接続する] (ローカルディスクまたはデータストア上)。

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。

[データセンターの更新]
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。

始める前に

CD/DVDドライブから ISOイメージに接続する（68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。

手順

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。
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ステップ 5 メンテナンスモードをオンにするメンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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 [管理]を選択します。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 10 [更新]を選択します。 >続行を選択します。
[ISOイメージの確認]ページが表示されます。

ステップ 11 [ISOファイルに接続され実行の準備ができました]を選択します。 >続行を選択します。

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] >続行を
選択します。ブラウザウィンドウは閉じないでください。閉じると、このページに戻れなくな

ります。

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

に、プライマリデータセンターのアップデートステータスを確認します。

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

いる間はデータセンターをシャットダウンまたはリブートしないでください。

重要

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

ステップ 13 [続行]を選択します。

[続行]を選択した後は、更新手順を停止することはできません。手順中に問題が発生
し、正常に完了しなかった場合は、バックアップを使用してシステムのすべてのデー

タセンターを修復します。

注意

ブラウザウィンドウは閉じないでください。閉じると、このページに戻れなくなります。いか

なる理由であれ、ブラウザセッションが終了するか、接続が切断された場合、仮想マシンのス
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プラッシュスクリーンをチェックして、アップデートが無事に完了したことを確認した後、手

動でシステムをリブートします。

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

いる間はデータセンターをシャットダウンまたはリブートしないでください。

重要

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

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

ステップ 14 [再起動]を選択して、システムを再起動します。

[Cisco Webex Administrationサイトのサインオン]ページが表示されます。

ステップ 15 Webexアシスタン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 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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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（83ペー
ジ）を参照してください。

次のタスク

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。
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第 10 章

システムのアップグレード

•アップグレードまたはアップデート（73ページ）
•アップグレードを開始する前に（76ページ）
•システムの自動アップグレード（77ページ）
•システムの手動アップグレード（79ページ）

アップグレードまたはアップデート
次の表を使用して、 Cisco Webex Meetings Server Release 4.0へのアップグレードパスをを決定
します。

リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 1.5MR5へのアップデート

2. 1.5 MR5パッチ 2以降にアップデートしてください。

3. 2.8へのアップグレード

4. 2.8MR1へのアップデート

5. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

6. 4.0へのアップグレード

1.5から 1.5MR4

1. 1.5 MR5パッチ 2以降にアップデートしてください。

2. 2.8へのアップグレード

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

1.5 MR5
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リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 2.8へのアップグレード

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

1.5 MR5パッチ 2以降に
アップデートしてくださ

い。

1. 2.0MR9へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.0から 2.0MR8

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.0MR9以降

1. 2.5MR6へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.5から 2.5MR5

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.5MR6以降
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リリース4.0へのパスインストールされたリ

リース

1. 2.6MR3へのアップデート

2. 2.8へのアップデート

3. 2.8MR1へのアップデート

4. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

5. 4.0へのアップグレード

2.6から 2.6MR2

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.6MR3以降

1. 2.8へのアップデート

2. 2.8MR1へのアップデート

3. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

4. 4.0へのアップグレード

2.7または 2.7MR

1. 2.8MR1へのアップデート

2. 2.8 MR1パッチ 2以降にアップデートしてください。

3. 4.0へのアップグレード

2.8

4.0へのアップグレード2.8 MR1パッチ 2以降に
アップデートしてくださ

い。

4.0へのアップデート3.0または 3.0MR

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。
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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。

重要

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準備として、次のタスクを完了します:

•マルチデータセンター (MDC)システムについては、すべての証明書と秘密鍵をバックアッ
プします。アップグレード後に復元することができます。セキュリティ上の理由から、

FIPS 140-2認定ストレージに秘密鍵をバックアップすることをお勧めします。

この手順はMDCシステムにのみ適用されます。単一データセンターでは、アップグレー
ドが完了すると証明書の構成が復元されます。

•アップグレードに必要な OVAファイルを取得します。

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。

（注）

•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。
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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。

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。

（注）

関連トピック

CSRと秘密鍵のダウンロード（300ページ）
SSL証明書の復元（302ページ）

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。一部

のタスクを完了するために必要な詳細な手順を説明するトピックへのリンクが含まれていま

す。

始める前に

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)としてアップグレードする必要があります。データセンターを変更し、データセ
ンターのサイズとバージョンが一致していることを確認した後、MDC環境を復元するこ
とができます。

•他のシステム管理者に通知します。ただし、アップグレード中に元のシステムにアクセス
したり、変更を加えたりすると、予期しない結果を招く場合があります。

•アップグレードしたシステム上の管理用仮想マシンに、管理者によって一時的に使用され
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置換されるため、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。
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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。

• 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。

•どちらかのシステムを手動したり、シャットダウンしたりしないでください。

手順

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 vSphereクライアントを使用して、管理用仮想マシンを実装します。

自動アップグレードサフィックスによる構成を選択して、アップグレードしたシステムの一時

IPアドレスを使用します。たとえば、 250 ユーザー管理者の自動アップグレード。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 3 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ます (自動アップグレードプロセ
スで使用するのと同じ vCenter証明書を使用)。

ステップ 4 アップグレードしたシステムの仮想マシンの管理きにしをオンにし、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 5 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 6 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（31ページ）を参照してください。

ステップ 7 追加の仮想マシンを展開するには、[続行]を選択します。

主催者は元のシステムをメンテナンスモードにするまで、ミーティングを開催することができ

ます。ただし、アップグレード中に管理者アクセスまたは元のシステムに変更を加えると、予

期しない結果を招く場合があります。

ステップ 8 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。
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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 9 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 10 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 11 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、主催者はシ
ステム上で会議を開始できます。メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110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 12 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（83ページ）を参照してください。

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。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。

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。一部の

タスクを完了するために必要な詳細な手順を説明するトピックへのリンクが含まれています。

始める前に

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)と
してアップグレードする必要があります。データセンターを変更し、データセンターのサイ

ズとバージョンが一致していることを確認した後、MDC環境を復元することができます。
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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きにしをオンにしたり実行しないでください。

手順

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 元のシステムの管理サイトにログインします。

ステップ 3 [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 4 [メジャーアップグレード]を選択します。

ステップ 5 [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 6 VMware vSphereクライアントを使用し、元のシステムに対応する仮想マシンをシャットダウ
ンします。

各仮想マシンで、[電源] >ゲストシャットダウンを選択します。

ステップ 7 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。このオプション
がチェックされていないことを確認します。また、次の手順が完了する前に、VMが
手動でオンになっていないことを確認してください。この対策によって、データを移

行ではなく新しい展開が作成されることを防ぎます。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ます。

重要

ステップ 8 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）を参照してください。

ステップ 9 アップグレードした管理仮想マシンの電源をオンにし、仮想マシンコンソールの展開 URLを
書き込みます。

システムに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 10 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。
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ステップ 11 ウェブブラウザに展開 URLを入力します。

ステップ 12 [続行]をクリックし、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 13 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]をクリックしま
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、主催者はシ
ステム上で会議を開始できます。メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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（83ページ）を参照してください。

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。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。
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第 11 章

システムのテスト

•システムテストについて（83ページ）
•ミーティングテストの使用（84ページ）
•システムリソーステストの使用（84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（84ページ）およびシステムリソー
ステストの使用（84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。 (ユーザの管理（115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。

•ネットワークが適切に構成されていることを確認する（39ページ）

•システムのチェック（41ページ）
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•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

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [サポート] > [ミーティングテスト]の順に選択します。

ステップ 3 [次へ]を選択します。

システム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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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
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•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

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。
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第 II 部

Cisco Webex Meetings Server構成
•ダッシュボードの使用（89ページ）
•ユーザの管理（115ページ）
•システムの設定（161ページ）
•設定を行う（213ページ）
•レポートの管理（325ページ）
•ライセンスの管理（333ページ）
•マルチメディアセンター（MDC）システムの作成（349ページ）
•サポート機能の使用（363ページ）





第 12 章

ダッシュボードの使用

•ダッシュボードについて（89ページ）
•警告の表示と編集（93ページ）
•ミーティングの傾向を表示する（96ページ）
•メンテナンス期間をスケジュールする（105ページ）
•メンテナンスモードについて（107ページ）
•ホスト IDと確認 IDを使用してミーティングの録画を検索する（111ページ）

ダッシュボードについて
ダッシュボードは、管理サイトのホームページであり、重要な監視機能のパラメータやグラフ

をいくつか提供します。

ダッシュボードには次のセクションが含まれます。

•システムモニタリング -システムの状態とタイムスタンプを表示し、次のサブセクション
を含みます。

•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に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（93ページ）を参照してください。

•警告アイコン -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（93ページ）を参照してください。

次の警告を設定できます:

•進行中のミーティング -現在問題が発生しているミーティング。
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•使用回数 -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—アバター画像、ミーティング録画、およびデータベースバックアッ
プを保存するために使用されるスペースの量。ストレージサーバーが構成され

ている場合にのみ、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（188ページ）を参照してください。システ
ムは、ストレージ使用率が構成されたしきい値を超えた場合、ミーティングの録

画を無効にします。

•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ために使用するス
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 -ユーザーに割り当てられたホスト猶予ライセンス数。

•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。詳細について

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（91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に
一覧表示されます。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。詳細には以下が含まれます。: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。
ログのコンパイルが終了すると、その解析中に収集された詳細に応じてミーティング変更

の [状況]が変更されます。システムは日付と時刻のログを生成して表示し、ログファイ
ルのダウンロード情報を記載したメールを送信します。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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ミーティング主催者がミーティングに出席しない場合、システム

は最後の参加者がミーティングから退出した後30分後にミーティ
ングを終了します。スケジュールされた終了時間にかかわらず、

ミーティングは終了します。この時間が経過するまで、ミーティ

ングは進行中として表示されます。

（注）

•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（105ペー
ジ）およびメンテナンスモードについて（107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構成されているか、次に
同期が行われる時間 (構成されている場合)、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（137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（213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。
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良好—データセンターのコンポーネントすべてが正しく動作しています。システムが
生成する電子メールメッセージは管理者に送信されません。

•

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

ターに注意が必要であることを示す電子メールを管理者に送信します。

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

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

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

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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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[アラーム]ページが表示されます。

ステップ 3 警告しきい値を変更、アクティベート、非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。

説明オプション

進行中のミーティングのアラームしきい値進行中のミー

ティング • [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。

システム使用率のアラームしきい値[使用法]

• [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

ストレージ

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。

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超える場合、シス

テムはミーティングの録画を無効にし、新しいアバター画像のアッ

プロードを無効にします。詳細については、NFSまたは SSHスト
レージサーバーの追加（188ページ）を参照してください。

（注）
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説明オプション

ログで使用されるディスクスペース容量ログメモリ使

用量
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
ルがない場合は、管理者、SSO管理者、または LDAP管理者がこの警告を確
認して構成することができます。

• [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。

永久ライセンスの使用状況ライセンスの

使用 • [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。

猶予ライセンスの使用状況猶予期間ライ

センス [猶予ライセンス所有者に通知を送信]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が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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。

いくつかのミーティングの傾向エントリは、同じ名前があるため重複して表示される

可能性があります。エントリはミーティングが開始されるときに毎回作成されます。

そのため、ミーティングが開始、中断、再開する場合、同じミーティング名をもつ複

数の複数エントリが表示されます。

（注）
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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（97ページ）を参照してください。

b) [開始]および [終了]フィールドの下のグラフ記号を選択して、開始から終了までの期間に
開催されたミーティングの日時のリストを表示します。次に、ドロップダウンメニューか

ら日付を選択します。

ドロップダウンメニューに表示されるデータポイントはグラフに表示されるものと同一で

す。それらは主にキーボードと読み上げソフトを使用するユーザーにとってアクセスしや

すくなっています。

マウスをグラフ上に移動すると、そのときに開催されたミーティングの合計数が表示され

ます。

次のタスク

•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（97ページ）を参照してく
ださい。

•ミーティングの検索（99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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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（96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

•ミーティングのトピック
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•主催者名:

•参加者数

•ミーティングの状況は以下の通りです。進行中、終了、未開始。

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

•ミーティング中の音声/ビデオの遅延またはジッターの発生を示す可（黄）は、
マイナーしきい値に達しているので、原因を特定するための監視および調査が必

要です。

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

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

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

悪い普通良好カテゴリ

6000 ms以上3000-5999 ms3000 ms未満データ往復時間

300 ms以上100-299 ms100 ms未満音声往復時間

10パーセント以上5-9パーセント5パーセント未満音声パケットロス

500 ms以上100-499 ms100 ms未満音声ジッタ

500 ms以上100-499 ms100 ms未満ビデオ往復時間

50パーセント以上20-49パーセント20パーセント未満ビデオパケットロ

ス

500 ms以上100-499 ms100 ms未満ビデオのジッター

（注）

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。
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ステップ 5 ミーティングリストから [ミーティングの議題]を選択し、追加のミーティングを表示します。

リストが拡大し、参加者の名前、開始時間と終了時間、およびミーティングのステータスな

ど、ミーティングの詳細を説明します。

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

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

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

次のタスク

•詳細については、ミーティング解析レポートの表示（100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（102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（99ペー
ジ）を参照してください。

ミーティングの検索

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [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。
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ステップ 4 [検索]を選択します。
[検索結果]は検索条件に一致するミーティングを列挙します。

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

ステップ 6 ミーティングリストから [ミーティングの議題]を選択し、追加のミーティングを表示します。

リストが拡大し、参加者の名前、開始時間と終了時間、およびミーティングのステータスな

ど、ミーティングの詳細を説明します。

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

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

次のタスク

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（100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（102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。

始める前に

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（97ページ）を参照してください。

手順

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:

•ミーティングのトピック
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•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。

•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。

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

るか、ログリンクをダウンロードするには、ミーティングの議題を再度選択します。

（注）

ステップ 4 ミーティング中に生成された [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

•参加時間

•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
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•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とレポートに表示されます。

次のタスク

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（102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。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [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。

次のタスク

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（102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。
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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

•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
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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

•合計参加数

• MCSサーバー

•開始時刻

•終了時刻

•継続時間

電話会議ログ

このログには電話会議のミーティングに関する情報が含まれます。

• TeleConf ID

• App Server

•発信者

•コールバック

•コールイン

•開始時刻

•終了時刻

•継続時間

•説明

•アカウントの種類

ウェブ参加イベントログ

このログにはウェブ参加イベントに関する情報が含まれています。

•ミーティング名—ミーティングの議題を表示します。

•会議 ID—データ会議インスタンス ID

•サイト ID—Cisco Webexサイトの名前。
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•参加者—ウェブブラウザからミーティングに参加した参加者の合計数

ミーティングを開始する主催者はこのカウントには含まれませ

ん。

（注）

•合計参加数—ミーティングに参加した人の合計数

•開始時刻 -ミーティングを開始する日付と時刻。

•終了時刻 -ミーティングを終了する日付と時刻。

•期間—ミーティングが続いた合計時間

•終了理由—ミーティングが終了した理由

メンテナンス期間をスケジュールする
メンテナンスモードがオンになると、進行中のミーティングはすべて終了し、[今すぐミーティ
ング]機能は使用できなくなります。シングルデータセンターシステムのシステムメンテナ
ンスを実行する前に、メンテナンス期間をスケジュールし、ユーザーに事前に通知してくださ

い。メンテナンスウィンドウで現在進行中のミーティングが終了し、メンテナンスウィンド

ウと重複するミーティングをスケジュールできないことをユーザーに通知します。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ー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、管理者はシングルデータセンターシステムをメンテナンスのために 1時間ダウン
したいと考えています。管理者は、スケジュールされているミーティングが表示されない時間

をスケジュールすることができます。ミーティングがスケジュールされている場合、管理者は

メンテナンス期間について、ミーティング主催者に通知する必要があります。主催者は、メン

テナンスウィンドウ外で、別の時間にミーティングを再スケジュールすることができます。

主催者がミーティングのスケジュールを保留しようとしている場合、終了します。

新しい認証局 (CA)証明書をアップロードするなど、予定されたタスクの完了に長期間必要な
場合は、より長いメンテナンス期間をスケジュールしてください。たとえば、メンテナンス

ウィンドウをスケジュールするとき、メンテナンスモードをオンにする前に、30分の開始時
間を指定します。これにより、すべてのミーティングの猶予期間を安全に終了することができ

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。追加時間によって、再起動後
にシステムが正常に機能するようになります。ユーザーがミーティングをスケジュールしたり

主催したりする前に、1つまたは複数のインスタントミーティングを開始して、変更した設定
をテストすることもできます。

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、メンテナンスモードをオフにした後、再起動またはリブートを完了するために、さらに時

間がかかります。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
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約30分かかります。詳細については、メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ペー
ジ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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
始時刻を選択します。

ステップ 4 時間と分を指定して、メンテナンス期間を入力します。

ステップ 5 [スケジュール]を選択します。

メンテナンスウィンドウが開始されると、メンテナンス期間中にユーザーがミーティングをス

ケジュールしようとすると、エラーメッセージが表示されます。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。

次のタスク

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（159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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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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。

次のタスク

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（107ページ）を参照してください。

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機能性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（105ページ）を参照)。

詳細は、メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

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。

•ユーザーがミーティングをスケジュールまたは主催できないようにします。

システムから引き続きユーザーおよび管理者に自動的に通知メールが送信されます。

以下の表を使用して、メンテナンスモードをオンにする必要があるタスクと、メンテナンス

モードをオフにした後にシステムが実行するアクションを確認して、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。
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リブートまたは

再起動

必要なメンテナ

ンスモード

参照タスク

再起動はい高可用性システムの追加（

45ページ）
高可用性のシステムの追加お

よび削除

再起動はいIRPを使用してパブリックア
クセスをシステムに追加（

171ページ）またはパブリッ
クアクセスの削除（174ペー
ジ）

パブリックアクセスの追加ま

たは削除

再起動はい会社情報の設定（213ペー
ジ）

システムのデフォルト言語を

変更します

再起動はいWebexサイトの設定を変更す
る（177ページ）

ホストまたは管理アカウント

の URLの変更

該当なしいいえ電子メール (SMTP)サーバー
を構成します。（180ペー
ジ）

メールサーバーの変更

再起動はいプライベートおよびパブリッ

ク仮想 IPアドレスの変更（
165ページ）

仮想 IPアドレスの変更

該当なしいいえブランドの設定（215ペー
ジ）

ブランド設定の変更および変

更

再起動はい音声設定を設定する（234
ページ）

音声設定の多くを構成および

変更します。

該当なしいいえ音声設定を変更する（237
ページ）

コールインアクセス番号、表

示名、発信者 ID音声設定の
構成および変更

該当なしいいえサービスの質（WoS）の設定
（254ページ）

サービス品質の設定および変

更

再起動はいSNMPの設定（198ページ）SNMP設定の実施および変更

再起動またはリ

ブート

はい証明書の管理（292ページ）証明書の設定

再起動はいストレージサーバーを利用し

た災害復旧（194ページ）
災害復旧の設定

再起動はいFIPS対応暗号化を有効にする
（318ページ）

FIPS対応暗号化の設定
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リブートまたは

再起動

必要なメンテナ

ンスモード

参照タスク

再起動はいNFSまたは SSHストレージ
サーバーの追加（188ペー
ジ）

ストレージサーバーの設定

再起動はい仮想マシンのセキュリティの

設定（316ページ）
仮想マシンのセキュリティの

設定

再起動はいシステム拡張の準備（53
ページ）

システムサイズの拡張

再起動はいシステムのアップグレード（

73ページ）
更新またはアップグレードの

実行

再起動はい証明書の管理（292ページ）共有キーの更新

再起動はいシステムリソーステストの使

用（84ページ）
システムリソーステストの使

用

各仮想マシンにはいつメンテナンスモードであるか示すためのコンソールウィンドウがありま

す。コンソールウィンドウは vCenterインベントリバー（ナビゲーション用）から開けます。
コンソールウィンドウはシステムの URLシステムの種類 (プライマリ、高可用性、パブリッ
クアクセス)、展開の種類 (50、250、800、2000ユーザーシステム)、ステータスの変更日時
を含む現在のシステムステータスを表示します。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（213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

システム構成の変更が終了したら、メンテナンスモードをオフにできます。システムは変更

をモニタし、再起動または再起動が必要かどうかを自動的に決定します。システムにより、要

件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再起動が必要で、数分かかります。

•実施した変更にはシステムの再起動が必要で、システムのサイズによっては約 30分かか
ります。その間、会議の機能は利用できません。

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)」のとき、ユーザー
はシステム上で会議を開始できます。詳細については、メンテナンスモードをオンまたはオフ

にする（110ページ）を参照してください。

メンテナンスモードがオフになっているのにスケジュール済みメンテナンス期間がまだアク

ティブな場合、ユーザーは以前スケジュールしたミーティングを主催し出席できますが、メン

テナンス期間が終了するまで新たにミーティングをスケジュールできません。
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関連トピック

メンテナンス期間をスケジュールする（105ページ）
メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）

メンテナンスモードをオンまたはオフにする

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、会議機能性が停

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（107ページ）を参照してください。

始める前に

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（105ペー
ジ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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するか、またはデータセンターの選択を解
除してメンテナンスモードを解除してください。

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 (オプション)システムが完全に稼働しているかどうかを確認するには、[ダッシュボード]を選
択します。 >システム >もっと表示 (システムセクション内)。

会議機能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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ホスト IDと確認 IDを使用してミーティングの録画を検
索する

ミーティングの HostIDおよび the ConfIDを使用して、ミーティングの録画へのパスを検索で
きます。

始める前に

ネットワークファイルシステム (NFS)のディレクトリ構造について学びましょう。

手順

ステップ 1 ミーティング主催者の氏名、ミーティングの日時、およびミーティング番号を取得します。

ステップ 2 CWMSサイト管理にサインインし、[ユーザー] > [ユーザーのインポート/エクスポート][エク
スポート]をクリックします。
システムから users.csvファイルが添付されたメールが送信されます。

ステップ 3 CWMS管理にサインインし、[レポート]>レポートをカスタマイズミーティングが開催された
日時が含まれる期間を選択します。

システムから、CustomReport.zipファイルが添付されたメールが送信されます。

ステップ 4 CustomReport.zipファイルからMeetingInformation.csvを抽出します。

ステップ 5 users.csvファイルを開き主催者の名前を使用して、主催者の User IDを検索します (ファイル
の最初の列)。

ユーザー IDは、ディレクトリ構造で使用される HostIDと同じものです。

ステップ 6 MeetingInformation.csvファイルを開き、日付別にデータをソートします。

ステップ 7 ミーティング番号を検索して、手順 1で収集した情報が一致していることを確認してくださ
い。

ステップ 8 [ミーティング ID]の値を検索します。

[ミーティング ID]は、ディレクトリ構造で使用される ConfIDと同じものです。

ステップ 9 収集した情報を使用して、録画のパスを作成します。
NFSstorageIPaddressorFQDNpath/1/HostID%1000/HostID/ConfID%1000/ConfID。

例: UserID = 2711および meeting Id = 49782の場合

2711の HostID%1000 = 711

HostID = 2711

49782の ConfID%1000 = 782

ConfID = 49782
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完全パス = NFSstorageIPaddressorFQDNpath/1/711/2711/782/49782

関連トピック

ネットワークファイルシステムストレージ（112ページ）

ネットワークファイルシステムストレージ

ネットワークファイルシステム (NFS)ストレージ構造は、5つのディレクトリ (フォルダ)に
編成されています。

1このディレクトリには、すべての統合された録画と、次のサブディレクトリ構造が含まれま
す。

• HostID%1000-主催者 IDが 3桁以上の場合、サブディレクトリ名は ID最後の 3桁に基づ
いています。

• HostID—このサブディレクトリ名は完全な主催者 IDと一致し、各ユーザーに固有のもの
です。

• ConfID%1000—会議 IDに 3桁以上が含まれている場合、このサブディレクトリ名は会議
IDの最後の 3桁に基づいています。

• ConfID—このサブディレクトリ名は完全な会議 IDと一致し、各会議に固有のものです。
このサブディレクトリには、以下のサブディレクトリが含まれます。

• RecordingData—このディレクトリには、録画をストリーミングするために必要な
すべての統合録画ファイルが含まれています。存在するファイルは、wbxcbr.dat、
wbxcbr.idx、wbxcbr.conf、Wbxcbr_tel.wav、wbxmcsr.dat、wbxmcsr.idx、public.wbxcbr
です。

• RecordingPac—主催者がWebexサイトから録画ファイルをダウンロードした後に
のみ、システムがこのディレクトリを作成します。このディレクトリには、NBRプ
レーヤーを使用して、ユーザーがPCでローカルに再生できるARF録画ファイルが含
まれています。

表 3 : HostID%1000または ConfID%1000サブディレクトリ名の確認

最初のサブディレクトリ名発生

534主催者 IDまたは完全な会議 IDは 6534です。2

45主催者 IDまたは完全な会議 IDは23045です。3

0主催者 IDまたは完全な会議 IDは35000です。4

42主催者 IDまたは完全な会議 IDは 42です。5
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2
主催者 IDまたはフル会議 IDには 3桁以上が含まれています。サブディレクトリ名は、
IDの最後の 3桁に基づいています。

3
主催者 IDまたは完全会議 IDの最後の 3桁に先行ゼロが含まれる場合、システムはサブ
ディレクトリ名からそれらを取り除きます。

4
主催者 IDまたは完全な会議 IDの最後の 3桁がすべて0の場合、サブホスト名は 0になり
ます。

5
主催者 IDまたは電話会議 IDの数が 3桁未満の場合、サブディレクトリ名は一致してい
ます。

暦年の名前付きディレクトリ—2017年のディレクトリ名は 2017です。システムは、毎年新し
いフォルダを作成します。数年間 CWMSソリューションをお持ちの場合は、2016、2015、お
よび 2014ディレクトリなど、他のディレクトリを確認することができます。システムはミー
ティング中にミーティング録画ファイルを一時的に保存するために、このディレクトリを使用

します。ミーティングが終了した後、システムは関連付けられたファイルをこのディレクトリ

から統合し、1という名前のディレクトリに移動します。このディレクトリには、次のサブ
ディレクトリ構造が含まれます。

•月単位の名前付きディレクトリ (数字ごと):システムは月ごとにディレクトリを作成しま
す (1～ 12)。

• Conf IDディレクトリ-このディレクトリには、以下のサブディレクトリが含まれます。

•アクション—このディレクトリには、関連付けられたミーティング (Conf ID)の dct録
画ファイルが含まれています。

•データ—このディレクトリには、関連付けられたミーティング (Conf ID)の .datおよ
び .idxの録画ファイルが含まれます。

アバター-システムはアバターのすべての画像をこのフォルダ内に保存します。

nfskeepalive—このフォルダには、NFSストレージへのコンポーネントアクセスの定期的
なチェックに関する情報が記載されたファイルが含まれています。このディレクトリには2種
類のファイルがありますが、両方ともシステムでのみ使用されます。

•番号名がついたファイル–これらのファイルは空です。

• .nkl拡張子のついたファイル— wbxcbまたは wbxmcsで始まる名前のファイルと、.nklの
拡張機能には 0が含まれています。

Snapshot_folder—これらのディレクトリには、システムの毎日のバックアップが保存され
ます。システムは複数の Snapshot_folderを作成することができます。システムはマイナー
アップデートを実行する前にバックアップを取得します。これらのバックアップファイルは自

動的に NFSストレージから削除されません。システム上のすべてのマイナーアップデートに
ついて、システムはアップデートを実行する前に、バックアップを作成したSnapshot_folderを
作成します。

関連トピック

ホスト IDと確認 IDを使用してミーティングの録画を検索する（111ページ）
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第 13 章

ユーザの管理

•ユーザーの管理について（115ページ）
•コンマまたはタブ区切りファイルの作成（117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（132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（132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（133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。（134ペー
ジ）

•ユーザーを見つける（135ページ）
•ユーザーを追加する（136ページ）
•ユーザーの編集（137ページ）
•主催者権限の要求を手動で承認または拒否する（140ページ）
•セッションタイプ（140ページ）
•アカウントのロック解除（145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（145ページ）
•ユーザーアカウントの削除（146ページ）
• CSVファイルからユーザーを削除する（147ページ）
•トラッキングコードの設定（148ページ）
•ディレクトリ統合の設定（150ページ）
•ユーザーグループの同期（156ページ）
• CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同期の設定（157ページ）
• CUCMを使った LDAP統合と認証の設定（158ページ）
•ユーザーにメール送信する（159ページ）

ユーザーの管理について
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（117ページ）を参照してください。
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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た後:

•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（145ページ）を参照してください。

•システムがフェデレーション SSOを使用している場合は、SAML 2.0 iDPの企業ディレク
トリからユーザーを削除して無効化しなければなりません。この手順は、この製品では実

施できません。

•パスワード設定機能を使用して、指定した期間後にユーザーを無効化してください。詳細
については、パスワード全般設定（259ページ）を参照してください。
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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。

次に例を示します。

Custom10

•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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
117

Cisco Webex Meetings Server構成

コンマまたはタブ区切りファイルの作成



表 4 :フィールド名、詳細、許容値

値のサイズとタイプ説明フィールド名

英数字 1～ 19文字ユーザー ID：

このフィールドはシ

ステムが生成し、空

欄にします。

重要

USERID

Yまたは Nこのユーザーがアクティブで

あるかどうかを示します。

ACTIVE

文字列 1～ 32文字ユーザーの名。FIRSTNAME

文字列 1～ 32文字ユーザーの姓。LASTNAME

英数字文字列 1～ 192文字ユーザーのメールアドレス。EMAIL

文字列 1～ 64文字ユーザーの言語（CSVファイ
ルフィールド値（121ページ）
を参照します。）

言語

ADMN、HOST、またはATTD

インポートファイルに値が指

定されていない場合、システ

ムはデフォルトのユーザーア

カウントタイプを適用しま

す。 ([設定] >ユーザー管理 >
[デフォルトのユーザーアカウ
ントタイプ])

主催者の権限。HOSTPRIVILEGE

タイムゾーン名ユーザーの所在地のタイム

ゾーン。 (CSVファイルフィー
ルド値（121ページ）を参
照。)

タイムゾーン名

文字列 1～ 128文字トラッキングコードグループ1
このフィールドはトラッキン

グコードページで構成できま

す。(トラッキングコードの設
定（148ページ）を参照しま
す。)

DIVISION
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値のサイズとタイプ説明フィールド名

文字列 1～ 128文字トラッキングコードグループ2
このフィールドはトラッキン

グコードページで構成できま

す。(トラッキングコードの設
定（148ページ）を参照しま
す。)

DEPARTMENT

文字列 1～ 128文字トラッキングコードグループ3
このフィールドはトラッキン

グコードページで構成できま

す。(トラッキングコードの設
定（148ページ）を参照しま
す。)

PROJECT

文字列 1～ 128文字トラッキングコードグループ4
このフィールドはトラッキン

グコードページで構成できま

す。(トラッキングコードの設
定（148ページ）を参照しま
す。)

OTHER

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 5。(ト
ラッキングコードの設定（148
ページ）を参照します。)

[CUSTOM5]

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 6。[CUSTOM6]

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 7。[CUSTOM7]

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 8。[CUSTOM8]

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 9。[CUSTOM9]

文字列 1～ 128文字カスタムフィールド 10。[CUSTOM10]

文字列 1～ 128文字ユーザーの国国
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値のサイズとタイプ説明フィールド名

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。

セッションタイプ機能とオプ

ション。 (セッションタイプ
（140ページ）を参照。)

MEETINGPRIVILEGE

デフォルト： CLIN、CLBK、
VOIP

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。

コンマ文節ストリングのダイ

ヤルイン権限。

TELEPHONYPRIVILEGE

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（132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（133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。（134ペー
ジ）

•トラッキングコードの設定（148ページ）
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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。

言語フィールド値

米国英語en-us

簡体字中国語zh-cn

繁体字中国語zh-tw

日本語JP

韓国語KO

フランス語FR

ドイツ語DE

イタリア語それ

カステリョン系スペイン語es-me

ラテンアメリカ系スペイン語ES

オランダ語NL

ポルトガル語pt-br

ロシア語RU

タイムゾーンフィールド値

以下は CSVファイルに設定できるタイムゾーンフィールドの値です。

GMTフィールド値

-12時間マーシャル諸島

-11時間サモア

-10時間ホノルル

-9時間アンカレッジ

-8時間サンフランシスコ

-8時間ティファナ
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GMTフィールド値

-7時間アリゾナ

-7時間デンバー

-7時間チワワ

-6時間シカゴ

-6時間メキシコシティ

-6時間サスカチュワン

-6時間テグシガルパ

-5時間ボゴタ

-5時間パナマ

-5時間ニューヨーク

-5時間インディアナ

-4.5時間カラカス

-4時間サンディエゴ

-4時間ハリファックス

-3.5時間ニューファンドランド

-3時間ブラジリア

-3時間ブエノスアイレス

-3時間レシフェ

-3時間ヌーク

-2時間中部大西洋

-1時間アゾレス諸島

0時間レイキャビク

0時間ロンドン

0時間カサブランカ

1時間西アフリカ

1時間アムステルダム
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GMTフィールド値

1時間ベルリン

1時間マドリード

1時間パリ

1時間ローマ

1時間ストックホルム

2時間アテネ

2時間カイロ

2時間プレトリア

2時間ヘルシンキ

2時間テルアビブ

2時間アンマン

2時間イスタンブール

3時間リヤド

3時間ナイロビ

3.5時間テヘラン

4時間モスクワ

4時間アブダビ

4時間バクー

4.5時間カブール

5時間イスラマバード

5.5時間ムンバイ

5.5時間コロンボ

6時間エカテリンブルグ

6時間アルマトイ

6.75時間カトマンズ

7時間バンコク

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
123

Cisco Webex Meetings Server構成

CSVファイルフィールド値



GMTフィールド値

8時間北京

8時間パース

8時間シンガポール

8時間台北

8時間クアラルンプール

9時間東京

9時間ソ\ウル

9.5時間アデレード

9.5時間ダーウィン

10時間ヤクーツク

10時間ブリスベン

10時間シドニー

10時間グアム

10時間ホバート

11時間ウラジオストク

11時間ソロモン諸島

12時間ウェリントン

12時間フィージー

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。

アフガニスタン

アルバニア

アルジェリア

アメリカ領サモア

アンドラ

アンゴラ
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アンギラ

南極

アンティグア・バーブーダ

アルゼンチン

アルメニア

アルバ

アセンション島

オーストラリア

オーストラリア

アゼルバイジャン

バハマ

バーレーン

バングラデシュ

バルバドス

ベラルーシ

ベルギー

ベリーズ

ベナン

バミューダ

ブータン

ボリビア

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

ブルキナファソ

ブルンジ

カンボジア

カメルーン
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カナダ

カーボヴェルデ島

ケイマン諸島

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

キプロス

チェコ共和国

コンゴ民主共和国

デンマーク

ディエゴガルシア島

ジブチ

ドミニカ

ドミニカ共和国

エクアドル

エジプト (カイロ以外)

エルサルバドル

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

フォークランド諸島

フィジー諸島
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フィンランド

フランス

フランス領（インド洋）

フランス領ギアナ

フランス領ポリネシア

ガボン共和国

ガンビア

ジョージア

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)

グアテマラ

ギニア

ギニアビサウ

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

コートジボワール

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

ラオス

ラトビア

レバノン

レソト

リベリア

リビア

リヒテンシュタイン

リトアニア

ルクセンブルク

マカオ

マケドニア

マダガスカル

マラウイ

マレーシア

モルディブ

マリ

マルタ

マーシャル諸島

モーリタニア
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モーリシャス

マヨット島

メキシコ

ミクロネシア

モルドバ

モナコ

モンゴル

モンテネグロ

Montserrat

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

ナイジェリア

ニウエ

ノーフォーク島

北マリアナ諸島

ノルウェー

オマーン

パキスタン

パラオ

パナマ

パプアニューギニア

パラグアイ
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ペルー

フィリピン

ポーランド

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

セーシェル諸島

シエラレオネ

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
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スリナム

スワジランド

スウェーデン

スイス

シリア

台湾

タジキスタン

タンザニア

タイ

トーゴ

トンガ諸島

トリニダード・トバゴ

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

ツバル

ウガンダ

ウクライナ

アラブ首長国連邦

英国

アメリカ

ウルグアイ

ウズベキスタン

バヌアツ

バチカン市国

ベネズエラ

ベトナム

ワリス・フテュナ諸島

西サモア

イエメン
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ザンビア

ジンバブエ

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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]を選択します。

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（132ページ）も参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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ステップ 4 [アクション] >エクスポート[OK]を選択して確定します。

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:

始める前に

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（132ページ）およびコンマまたはタブ
区切りファイルの作成（117ページ）をご覧ください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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]を選択します。

[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。
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次のタスク

[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：

手順

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]を選択します。

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 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（
117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]を選択します。

[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。
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次のタスク

[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。

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 [ユーザー]を選択します。

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
•管理者
•監査者
•ホスト
•出席者
• [主催者要求]
•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。

•アクティベート
•アクティベート解除
•削除
•エクスポート
•承認 ([設定]で [主催者アカウントサインアップを許可する]が有効になっている場合のみ)>
ユーザー管理)
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•拒否 ([設定]で [主催者アカウントサインアップを許可する]が有効になっている場合の
み) >ユーザー管理)

ユーザーを追加する

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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]を選択します。

ステップ 3 アカウントの種類 (管理者、出席者のみ、監査者、または主催者)を選択します。

監査者オプションは表示されますが、第 1管理者だけに利用できるオプションです。

ステップ 4 フィールドにユーザーの情報を入力します。 *のついたフィールドは必修フィールドです。

ユーザーは電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザーの電子

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

ません。

重要

ステップ 5 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。

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。
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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。

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。

重要

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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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。最初の管理者は、監査者ロールを作成する

必要があります。詳細については、監査者ロール（162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。

出席者はミーティングに参加のみできますが、スケジュール、開始、主催、または代理主催者

を行うことはできません。

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。

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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
138

Cisco Webex Meetings Server構成

ユーザーの編集



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。

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（145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。
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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主催者権限の要求を手動で承認または拒否する
主催者権限の要求を承認するオプションを有効にする場合、要求を手動で処理するか、要求を

自動的に処理するためのドメイン基準を構成することができます。一部の要求は基準外になる

可能性があり、手動で承認または拒否を必要とします。

手順

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]をクリックします。

ステップ 3 主催者アカウントの要求をクリックします。 <number>ミーティングリンクを選択します。

ステップ 4 承認または拒否する要求に対応するチェックボックスにチェックを入れ、[アクション]ドロッ
プダウンリストからアクションを選択します。

[ユーザーの編集]ページで、1つの要求を承認または拒否することもできます。

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
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•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、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。

Webex Meetings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。

• 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

効化は可能です。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 [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を選択します。
[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（142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。

次のタスク

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

選択[機能]

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

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。

アプリケーション共有 -リモートコントロー
ル

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

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。

デスクトップ共有 -リモートコントロール

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。

ネットワークベースの記録
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選択[機能]

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。

ビデオ

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。

Webtour—リモートコントロール（Webブラウ
ザ共有）

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。

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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一覧を選択します。

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。

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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
143

Cisco Webex Meetings Server構成

カスタムセッションタイプを有効または無効にする



手順

ステップ 1 Webexアシスタン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一覧を選択します。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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）は、

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。

電子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
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で、アカウ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（133ページ）を参照してください。

利用可能なライセンスが存在せず、以前ライセンスをインストールした主催者アカウントを再

アクティベートする場合、システムは [出席者のみ]としてアカウントを再アクティブ化しま
す。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >アクティベートまたは [アクション] >アクティベート解除を選択します。

LDAP同期を使用して非アクティブ化し、再アクティベートされたユーザーは、自分
の代わりにミーティングをスケジュールするように他のユーザーを指名することはで

きません。LDAP同期を使用して以前に無効化されたユーザーを再アクティブ化する
場合、ユーザーにこの機能を手動で有効にする必要があります。

重要

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。レポート、請求、ライセンス、および監査で必要なため、過去の

ミーティングは 6か月間保持されます。

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の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。ユーザーを削除した後で、6か月以内に手動でユーザーを再作成す
ると、ミーティングの録画は再びそのユーザーに関連付けられます。システムでは毎月3日に
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スクリプトを実行し、保持期間を 6か月を過ぎているとマークされたアカウントを削除しま
す。

自動アカウント作成 (SSO)およびユーザー同期 (ディレクトリ統合)は、CWMSで削除された
アカウントを再作成することはできません。6ヶ月が経過してアカウントが削除されると、こ
れら 2つの方法のいずれかで、新しいユーザーアカウントを同じメールアドレスに関連付け
て作成することができます。新しいアカウントは過去のミーティングまたは録画に関連付けら

れていません。

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

2.8 MR1メンテナンスリリース以降、削除されたユーザーは、削除されたアカウントに関
連付けられているアドレスを使用して、ゲストとしてミーティングに出席することができ

ます。前の 6か月の制限が適用されなくなりました。

•システム管理（ユーザーが管理者の場合）

管理者は自分のアカウントを無効化できません。（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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[OK]を選択して確定します。

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。

CSVファイルから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。
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始める前に

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

目的コマンドまたはアクション

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

Webexアシスタントにサインインしま
す。

ステップ 1

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。

[ユーザーの削除]ウィンドウが表示され
ます。

[ユーザー] > [ユーザーのインポート/エ
クスポート] >削除を選択します。

ステップ 2

対象とするユーザーファイルを参照しま

す。

ステップ 3

[区切り記号]タイプを選択します。ステップ 4

[削除]を選択します。ステップ 5

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >トラッキングコードを選択します。

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。

トラッキングコードグループは一意である必要があり、事前定義されたフィールド名

（USERID、ACTIVE、 FIRSTNAME、LASTNAME、EMAIL、LANGUAGE、
HOSTPRIVILEGE、TIMEZONE）は使用できません。

（注）

ステップ 4 [テキスト入力]または [ドロップダウンメニュー]を [入力モード]欄の各トラッキングコードに
対し選択します。

• [テキスト入力]を選択します。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（149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。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 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。

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データベースに定期的にアップ
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
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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。)

LDAP同期を使用して非アクティブ化し、再アクティベートされたユーザーは、自分の代わり
にミーティングをスケジュールするように他のユーザーを指名することはできません。LDAP
同期を使用して以前に無効化されたユーザーを再アクティブ化する場合、ユーザーにこの機能

を手動で有効にする必要があります。

重要

始める前に

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。

•サイト管理設定で、[設定] >ユーザー管理[デフォルトのユーザーアカウントタイプ]を
[主催者]または [出席者のみ]に設定します。

•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

• Ciscoディレクトリ同期を有効にします
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• LDAP統合を設定します

• LDAP認証を設定します

CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同期の設定（157ページ）とCUCM
を使った LDAP統合と認証の設定（158ページ）を参照してください。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。

•既定のアカウントタイプが [主催者]に設定されている場合、主催者権限を要求するすべ
てのユーザーが CUCMで利用できることを確認してください。 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を含む CUCMグ
ループまたはフィルターを作成します。

CUCMグループを使用しない場合、システムは最初のディレクト
リ同期中にすべてのアクティブなCUCMユーザーをインポートし
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。
システムは、以降の同期中に、アクティブな新規および変更済み

ユーザーのみをインポートします。

（注）

•メールアドレスの無いユーザーはインポートされません。

•同じ名と姓を使用する複数のアカウントがあるが、CUCMで異なるメールアドレスが割り
当てられている場合、これらのユーザーが 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。

• Cisco Webex Meetings Serverでは最大で 64文字のパスワードに対応しています。 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文字より長いパスワードを使用しているユーザーは Cisco Webexにサインインで
きません。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 （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] >ディレクトリ連携を選択します。

ステップ 4 （任意）まだ完了していない場合、サーバー (CUCM以下)を選択し、CUCMサーバー情報を
入力します。

• IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）

•ユーザー名

•パスワード

ユーザー名とパスワードはCUCM管理者またはAXLのものです。CUCM情報の設定が終わっ
たら、CUCMサーバーの IPアドレスまたは FQDNが CUCMアイコンの下に現れます。

CUCM情報の設定が終わった後は、変更をすると複雑な手順が必要でユーザー同期に
ついて問題を引き起こす可能性があるので推奨できません。

（注）

ステップ 5 [フィルタリングの CUCMユーザーグループ]を選択して、選択した CUCMユーザーグルー
プのユーザーのみを Cisco Webex Meeting Serverに追加します。

ステップ 6 （任意） [完全同期]を選択して、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。

• [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。
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• [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。

Cisco Webex Meetings Server属性CUCM属性

名名

姓姓

メールアドレスメール ID

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

Cisco Webex Meetings Serverにマッピングされた属性は、エンドユーザーがアップデー
トすることはできません。

（注）

同期が失敗した場合、エラーメッセージがページ上に現れ、エラーに関する詳細な情報が載っ

ているメールが管理者に送られます。 [ログを見る]を選択するとエラーについての詳細な説明
を見られます。ログには非アクティブユーザーのレポート、失敗したユーザーのレポート、概

要が載っています。

同期を少なくとも1回実行すると、最後に行った同期の概要が現れ、概要には同期が完了した
かどうか、完了した日時（会社情報に設定した日時を使用）、および以下のユーザー変更リス

トが示されます。

•追加数 -追加された新規ユーザーの数

•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。

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。
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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。

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（315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。

（注）

ステップ 13 ユーザーが ADドメイン資格情報でシステムにサインインできるか確認します。

ステップ 14 （任意）システムをメンテナンスモードにするには [メンテナンスモードをオフにする]を選
択します。

ステップ 15 （任意）同期を実行したら、[今すぐ通知]を選択して、メールでユーザーに対してCiscoWebex
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。
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•各ユーザーが同期済みのシステムに初めてインポートされたときに、ADアクティブ化メー
ルが送られます。ユーザーはその後の同期時にはメールを受け取りません。

•システムのローカル上で作成されたユーザーにユーザーパスワード変更メールが送信され
ます。

これらのメールテンプレート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（264
ページ）を参照してください。

LDAP認証でディレクトリ統合を使用する場合、CUCMで設定されたユーザーはCisco
Webex Meeting Serverに主催者として同期され、LDAPの資格情報を使用してWebex
サイトにサインインします。しかし、インポートされたユーザーのアカウントタイプ

を主催者から管理者に変更する場合、ユーザーは [パスワードの作成]リンクが示され
たメールを受け取ります。ユーザーはこのリンクを選択し、Cisco Webex Meetings
Serverの新しいパスワードを入力します。ユーザーはこの新しく作成したパスワード
を使用して、管理サイトにサインインしますが、LDAP資格情報を引き続き使用して
Webexサイトにサインインします。

（注）

ユーザーグループの同期
管理者は CUCMでユーザーのグループを作成できます。たとえば、管理者は 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。

始める前に

CUCMを使用してユーザーのグループを作成します。リリースについては、『Cisco Unified
CommunicationsManager管理者ガイド』の「ユーザー管理構成」セクションを参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >ディレクトリ連携を選択します。

ステップ 3 [フィルタリングの CUCMグループ]リンクを選択します。

ステップ 4 同期するユーザーグループをチェックします。
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グループが選択されない場合、ディレクトリの統合により、すべてのユーザーグルー

プを同期します。

（注）

ステップ 5 [保存]を選択します。

ステップ 6 [今すぐ同期]を選択し、同期を実行します。この処理にかかる時間は同期するユーザーの数に
よって変わります。

システムは、どのユーザーグループが以前同期されたのか記憶します。以前同期され

たユーザーグループを選択しない場合、選択されていないユーザーグループのユー

ザーは同期プロセス中に無効になります。

（注）

同期が終了すると、システムは追加されたユーザー数と無効になったユーザー数を表示しま

す。

ステップ 7 同期プロセス中にインポートされたユーザー、または無効になったユーザーに関するサマリ情
報については、[ログを見る]を選択します。

CUCMを使った AXLウェブサービスとディレクトリ同期
の設定

CUCMを使ってAXLウェブサービスとディレクトリ同期を設定します。

始める前に

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（150ページ）を参照してください。

手順

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]を選択します。 >サービスのアクティブ化を選択します。

ステップ 4 [Cisco AXLWeb Service]と [Cisco DirSync]を選択し [保存]を選択します。

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。

（注）
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次のタスク

もし済んでいなければ CUCMを使って LDAP統合と認証を設定します。詳細については、
CUCMを使った LDAP統合と認証の設定（158ページ）を参照してください。

CUCMを使った LDAP統合と認証の設定
CUCMを使って LDAP統合と認証の設定を行います。

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

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

重要

CUCMがディレクトリ統合に対して設定される場合、SSO、LDAP、またはローカル認証を使
用することにすることができます。

（注）

始める前に

ディレクトリ統合機能を構成する前に、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（150ページ）を参照してください。

手順

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

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

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

ステップ 4 [LDAPサーバーの同期を有効にする]、LDAPサーバーの種類に応じた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。
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次のタスク

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（157ページ）を参照してください。

ユーザーにメール送信する

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >ユーザーにメールを送信を選択しま
す。

ステップ 3 [宛先]フィールドに宛先のユーザーのメールアドレスまたはメールエイリアスを入力します。

50および250ユーザーのシステムでは、フィールドを空白のままにしておくことで、すべての
ユーザーにメールを送信することができます。

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。

ユーザーがメールを受信するまで数分かかる場合があります。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。
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第 14 章

システムの設定

•管理者アカウントを作成する（161ページ）
•システムプロパティの設定（163ページ）
•システムの管理（170ページ）
•全般設定を行う（177ページ）
•サーバーの設定（180ページ）
• SNMPの設定（198ページ）
•ミーティングの録画を管理する（208ページ）
•システムバックアップ（209ページ）

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（162ページ）を参照してください。)

始める前に

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。（180ページ）」を参
照してください。

手順

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。
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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サイト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（136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。

•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（136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。
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•監査者パラメータ (名前など)は変更できますが、作成されると、監査者ロールを非アク
ティブ化したり、他のユーザー IDに再割り当てしたりできません。

•監査者はユーザーパラメータを変更できません。監査者は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。

監査者が構成されていない場合、すべての管理者は、[設定]にアクセスして、[アプリケーショ
ン監査ログ]設定を構成することができます。 >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の [ログメモリ使用状況]警告 >アラーム >警告を編集の組織の
カスタム信頼リストには、認証局のルート証明書をアップロードすることができます。監査者

が構成されている場合、管理者はこれらのページにアクセスできますが、修正できません。

（注）

システムプロパティの設定
[システム] >もっと表示 (システムセクション内)。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性がシャットダウンします。
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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。

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] >詳細の表示を選択します。

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

• Gateway

[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（165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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

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（292ページ）
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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。

手順

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（163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（163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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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。
[プロパティ]ページが表示されます。
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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。

• 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

（注）

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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と同じサブネットに属しているコンピューターからこの手順を実行します。サイトの
管理は、CWMSのオリジナルまたは新規のサブネットからアクセスできます。

重要

始める前に

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、サブネットを構成します。

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pingnslookup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。
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サブネットの変更中に、仮想マシン設定を編集して、仮想NICを
別の VLANに移動する必要があります。単に電源をオフにした
り、システムを変更したり、電源をオンにしたりすることはでき

ません。メンテナンスモードをオフにして変更を適用すると、

すべての仮想マシンがリブートします。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。

（注）

手順

ステップ 1 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。

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を含む)。

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。

メンテナンスモードをオフにしてからリブートが完了するまで時間がかかることがあります。

ステップ 4 リブート後に仮想マシンが再起動したら、ネットワークアダプター1のVLANを変更します。

この手順は、システムの電源をオフにしてから再度オンにすることなく、ライブで実行するこ

とができます。

管理および仮想 IPアドレス (VIP)アドレスは同一のサブネット上になければなりません。シ
ステムの再起動が完了すると、VIPが管理者ノードとは異なるサブネット上に存在します。こ
のシナリオは一時的にのみ承認されます。

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するように推奨しています。

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を変更すると、古いミーティングリン
クは機能しなくなります。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにする
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システムが再起動します。場合によっては、システムが再起動してリブートに失敗することが

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た後に、

システムですべてのノードをリブートできなかった場合、手動で管理者ノードをリブートしま

す。

ステップ 8 リブート後に仮想マシンが再起動したら、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から再度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属しています。

次のタスク

[一時名]を使用した場合は、一時的な名前を置換する（170ページ）.

一時的な名前を置換する

この手順を完了して、一時名を元の完全修飾ドメイン名 (FQDN)に置き換えます。

手順

ステップ 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を変更するには、サイト管理を使用します。永久的な名前を入力
するには、サーバーを 1個ずつ開きます。

ステップ 2 オプションで、URLを編集します。

ステップ 3 メンテナンスモードをオフにする

ステップ 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。

ステップ 5 管理 URLにアクセスして、システム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。

ステップ 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

手順

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
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•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。 [データセンター
の更新]（69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（76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（53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（45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（171ページ）を
参照してください。

•仮想マシンの削除または置換を行うには、[仮想マシンの削除 (置換)]>続行を選択します。
仮想マシンの置き換え（175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。

•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 Internet Reverse Proxyトポロジの詳細は、お使いのリリースの『CiscoWebexMeetings Server
プラニングガイド』を参照してください。
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始める前に

パブリックアクセスを有効にするためには、先にパブリックアクセス用のシステムとして機能

するインターネットリバースプロキシ仮想マシンを設定する必要があります。VMware vCenter
を起動して以下を実行します。

• VMware Data Recovery (vSphere 5.0)または VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1)を
使用して仮想マシンをバックアップします。これにより、必要に応じて変更を戻すことが

可能になります。詳細については、VMware vCenterを使用してバックアップを作成する
（6ページ）を参照してください。

•管理用の仮想マシンの実装に使用したのと同じ OVAファイルを使用して、インターネッ
トリバースプロキシ仮想マシンを展開します。インターネットリバースプロキシ仮想マシ

ンは、パブリック IPアドレスと同じサブネット上にある必要があります。

高可用性システムがある場合、高可用性システムのインターネッ

トリバースプロキシも同様に展開してください。

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。

（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。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム] >管理を選択します。

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。

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。
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システムを再起動したら、パブリックアクセスが追加されたことを示す確認メッセージを受信

します。

ステップ 10 設定を確認します。設定に問題がなければ、この手順を実施する前に設定した仮想マシンの

バックアップを削除できます。

ステップ 11 [完了]を選択します。

ステップ 12 セキュリティ証明書が有効のままであることを確認します。

この手順は、仮想マシンを変更するため、証明書に影響を及ぼすことがあります。必要に応じ

て、システムは自己署名式の証明書を提供して、証明書を再設定するまでシステムが機能する

ようにできます。詳細については、証明書の管理（292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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。
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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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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（171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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

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。

手順

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。
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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 [仮想マシンの置換] >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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

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。)
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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] [ >プロパティを選択します。

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手順を使用します。展開中に元の
Webexサイト URLを構成しています。MDCシステムで、Webexサイト URLはデータセン
ター参加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 URL（37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。

始める前に

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

• Webページ、Webex Meetingsデスクトップアプリケーション、モバイルアプリケーショ
ンからのログイン

•録画の再生

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム] > (構成/全般設定) [詳細の表示]を選択します。
[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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

•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（292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。

タイムゾーン、言語、ロケールの設定

始める前に

手順

ステップ 1 管理Webサイトから、[設定] >会社情報
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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 URL（37ページ）を参照してください。

始める前に

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

• Webページ、Webex Meetingsデスクトップアプリケーション、モバイルアプリケーショ
ンからのログイン

•録画の再生

手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするメンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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。
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

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（292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、システムによりすべてのミーティング録画が保存
されるストレージサーバーです。

電子メール (SMTP)サーバーを構成します。
システムが招待状を送信したり、その他のメッセージをユーザーに送るためのメールサーバー

を設定します。

電子メールサーバーが常に稼動されていることが重要です。メールは、ユーザーに録画の開

始、ミーティング情報の変更、アカウントの状態を含む重要な情報を伝える主な手段です。

(ユーザーを追加する（136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。
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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。

重要

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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)。

ウェブノードと管理ノードは設定したメールサーバーに SMTP要求を送信します。
社内のウェブ仮想マシン、管理仮想マシンとメールサーバー間にファイアウォールが

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

いることを確認する必要があります。

（注）

ステップ 7 （任意）電子メール認証を有効化し、[サーバー認証を有効にする]を選択します。認証を有
効化する場合、システムが会社のメールサーバーにアクセスするためのユーザー名とパスワー

ド証明書を入力します。

システムからの電子メールは、admin@<Webex-site-URL>から送られます。メールサーバーがこ

のユーザーを認識できることを確認します。

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

大規模システムでは、電子メール通知はウェブ仮想マシン (プライマリまたは高可用性システ
ム)から送信されます。大規模システムでは、プライマリシステム上に 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。
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ステップ 8 [保存]を選択します。

次のタスク

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（145ページ）、ユーザーを
追加する（136ページ）およびユーザーの編集（137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

•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
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•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

•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
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•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

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
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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。

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。
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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。

または、[設定] >アプリケーション監査ログ >アプリケーション監査ログ (CWMSシステ
ムセクションの [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

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。
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• 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。

<site name>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。

ストレージサーバーの設定

ストレージサーバーを使用して、障害復旧用にシステムをバックアップします。ストレージ

サーバーを利用した災害復旧（194ページ）を参照してください。ストレージサーバーはミー
ティングの録画とアバターファイルも保存します。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、以下のデータ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

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
187

Cisco Webex Meetings Server構成

ストレージサーバーの設定



•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

セキュアストレージには次の機能が含まれます。

•暗号化通信。

•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します。そのため、ストレージの777権限は不要
になりました。

Cisco Webex Meetings Serverは NFS共有を独占的に使用している必要があります。これは、シ
ステムがNFSのファイルとディレクトリに対してさまざまなスクリプトを実行するためです。
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。

制約事項

NFSまたは SSHストレージサーバーの追加

システムを構成して、アバターファイル、ミーティング録画、障害復旧バックアップの保存に

ストレージサーバーを使用します。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。

始める前に

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、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/書き込み権限を構成します。 Linux
Clientを NFS共有に接続します。（192ページ）を参照してください。
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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を有効にし
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（191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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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

禁止文字： /\" ' ` %&*<>?|^

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 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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

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。

ユーザーが [CiscoWebexミーティング録画]のページから録画を誤って削除してしまい、その
録画が Network File System (NFS)ストレージサーバーに保存されている場合は、Ciscoテクニ
カルアシスタンスセンター (TAC)に連絡して録画復旧支援を依頼してください。

（注）
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NFSファイルサービスのインストール

手順

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。
[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 [ファイルとストレージサービス] >ファイルおよび iSCSIサービスをクリックして、 [NFS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:

始める前に

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（191
ページ）を参照。)

手順

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、を匿名 UIDと匿名 GIDに入力します。
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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 [適用] > OK

NFS共有はWindows Server 2012 R2でホストされます。

次のタスク

Linux ClientをNFS共有に接続します。 (Linux ClientをNFS共有に接続します。（192ページ）
を参照。)

Linux Clientを NFS共有に接続します。

手順

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 slfileserver01:/postprod

/postprod

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

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からストレージサーバーを交換に切り替えた場合、保存された
ファイルにアクセスできなくなります。アクセスを復元するには、すべてのアバターファイ

ル、ミーティング録画、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します。
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手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム] > (サーバー)詳細を表示 > Storage Serverを削除を選択します。

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アバター、録画、およびバックアッ

プファイルを転送します。

各システムが固有のものであるため、これらのファイルを転送するための特定の方法を提供す

ることはできません。

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。
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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。障害復旧の詳細については、ストレージサーバーを利用した

災害復旧（194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
ロップダウンリスト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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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
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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）

• 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。

始める前に

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（188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。
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高可用性 (HA)を持つシステムに関しては、最初に災害復旧を構成し、システムの HAを
構成する必要があります。HAシステムで災害復旧が必要とされる場合は、システムをま
ず復元してから、その復元したシステムで HAを設定しなければなりません。 HAの詳細
は、高可用性システムの追加（45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

手順

ステップ 1 展開の復元が可能なシステムから管理サイトにサインインします。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにするメンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム] > (サーバー)詳細を表示 >ストレージサーバーを追加を選択します。

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
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

次のタスク

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（310ペー
ジ）を参照してください。

• SNMP設定を再構成する。詳細については、SNMPの設定（198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（
302ページ）を参照してください。

•サイト URLが現在の VIPを指すように DNS設定を構成する。復元したシステムの VIP
は、元のシステムのものと異なることがあります。 DNSの設定を完了しないと、復元し
たシステムにサインインしたり復元したシステムでミーティングに参加したりするために

エンドユーザーが元のリンクを使用することはできません。詳細については、プライベー

トおよびパブリック仮想 IPアドレスの変更（165ページ）を参照してください。
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•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] >ディレクトリ連携[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。

コミュニティ文字列の追加

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性がシャットダウンします。
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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。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 コミュニティ文字列セクションで、[追加]を選択します。

ステップ 5 [コミュニティ文字列の追加]ページでフィールド入力を完了します。

説明オプション

コミュニティ文字列名を入力します。最大文字数: 256文字コミュニティ文字列名

コミュニティ文字列のアクセス権限を設定します。このオプション

には、次の項目があります。

アクセス権限

• ReadOnly

•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: ReadOnly

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）

ホスト IPアドレス情報

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。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。
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コミュニティ文字列の編集

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 コミュニティ文字列セクションでコミュニティ文字列名のリンクを選択します。

ステップ 5 [コミュニティ文字列を編集]ページで必要なフィールドを変更します。

説明オプション

コミュニティ文字列名を変更します。最大文字数: 256文字コミュニティ文字列名

コミュニティ文字列のアクセス権限を設定します。アクセス権限

• ReadOnly

•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: ReadOnly

主催者 IPアドレス情報の種類を選択します。ホスト IPアドレス情報

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。
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[編集]を選択します。

コミュニティ文字列情報が変更されます。

ステップ 6 メンテナンスモードをオフにする

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

USMユーザーの設定
USMユーザーを追加および編集できます。

USMユーザーを追加する

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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。
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説明オプション

USMユーザー名を入力して設定します。最大 256文字USMユーザー名

セキュリティレベルを選択します。選択したセキュリティレベルで、

ユーザーに設定するアルゴリズムとパスワードが決まります。このオ

プションには、次の項目があります。

安全レベル

• 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

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。認証アルゴリズム

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

デフォルト: SHA

ユーザーの認証パスワードを入力します。認証パスワード

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。プライバシーアルゴ

リズム
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivの場合に
表示されます。

（注）

デフォルト: [AES128]

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。プライバシパスワー

ド
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivの場合に
表示されます。

（注）

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
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

USMユーザーを編集

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

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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。

説明オプション

USMユーザー名を変更します。最大 256文字USMユーザー名
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説明オプション

セキュリティレベルを選択します。選択したセキュリティレベルで、

ユーザーに設定するアルゴリズムとパスワードが決まります。このオ

プションには、次の項目があります。

安全レベル

• 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

ユーザーの認証アルゴリズムを選択します。認証アルゴリズム

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

デフォルト: SHA

ユーザーの認証パスワードを入力します。認証パスワード

このオプションは、セキュリティレベルが authPrivまたは
authNoPrivの場合に表示されます。

（注）

ユーザーのプライバシーアルゴリズムを選択します。プライバシーアルゴ

リズム
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivの場合に
表示されます。

（注）

デフォルト: [AES128]

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。プライバシパスワー

ド
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivの場合に
表示されます。

（注）

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、グローバル管理
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URLにリダイレクトされます。 DNS解決ポリシーにより、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

通知先を設定する

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 通知先リストから通知先リンクを選択します。

ステップ 5 通知先の以下のフィールドを編集できます。

説明オプション

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IPアドレス宛先ホスト名/IPアドレス:

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。

（注）

仮想マシンのポート番号Port Number

デフォルト: 162
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説明オプション

SNMPバージョンSNMPバージョン

デフォルト: [V3]

[通知]または [トラップ]を選択します。通知の種類

デフォルト:通知

USMユーザーを選択します。詳細については、USM
ユーザーの設定（201ページ）を参照してください。

USMユーザー

このオプションは、SNMP
バージョンがV3に設定され
ている場合にのみ表示され

ます。

（注）

コミュニティ文字列を選択します。詳細については、

コミュニティ文字列の設定（198ページ）を参照して
ください。

コミュニティ文字列

このオプションは、SNMP
バージョンがV3に設定され
ていない場合にのみ表示さ

れます。

（注）

ステップ 6 [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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

通知先を編集

手順

ステップ 1 Webexアシスタントにサインインします。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
206

Cisco Webex Meetings Server構成

通知先を編集



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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [システム]を選択し、SNMPセクションで [詳細]を選択します。

ステップ 4 通知先リストから通知先リンクを選択します。

ステップ 5 通知先の以下のフィールドを編集できます。

説明オプション

通知先に指定する仮想マシンのホスト名と IPアド
レス

宛先ホスト名/IPアドレス:

仮想マシンのポート番号Port Number

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]または [トラップ]を選択します。通知の種類

デフォルト:通知

USMユーザーを選択します。詳細については、
USMユーザーの設定（201ページ）を参照してく
ださい。

USMユーザー

このオプションは、SNMPバー
ジョンがV3に設定されている場
合にのみ表示されます。

（注）

コミュニティ文字列を選択します。詳細について

は、コミュニティ文字列の設定（198ページ）を
参照してください。

コミュニティ文字列

このオプションは、SNMPバー
ジョンがV3に設定されていない
場合にのみ表示されます。

（注）

ステップ 6 [保存]を選択します。

通知先の変更が保存されます。
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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
管理者はミーティング録画の一覧表示、フィルター、または削除が可能です。

•録画のリストは、ファイル名、日付、サイズ、または所有者によってソートできます。

•録画のリストは、タイトル、作成日、または所有者 ID (ミーティングの主催者)に基づい
て検索できます。

監査者はミーティング録画の一覧表示またはフィルターできます。

管理者および監査者は、ミーティング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。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [詳細の表示]を選択します。 (監査者が [録画]タブを選択します。)

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。
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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。

削除済みのミーティング録画

管理者だけが録画を削除できます。監査者が設定されている場合でも、監査者は録画を削除す

ることはできません。録画は、6か月後にファイルストレージから削除されます (NFS)。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 削除する録画を選択します。

ステップ 4 [削除]を選択します。
続行してよいか尋ねるメッセージが表示されます。

ステップ 5 [はい]を選択します。

確認のメッセージが表示されます。

ステップ 6 [はい]を選択します。

ミーティングの録画は削除されます。録画の所有者には、どの録画が削除されたかを伝える

メールが送信されます。

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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
209

Cisco Webex Meetings Server構成

削除済みのミーティング録画



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:

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >もっと表示を選択します。

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。

説明オプ

ション

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。

検証

•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。
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説明オプ

ション

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。

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。

削除

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。

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。

復旧

•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（194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。
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手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >もっと表示を選択します。

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。

•バックアップ操作を開始した後は、停止することはできません。

•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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >もっと表示を選択します。

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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第 15 章

設定を行う

•会社情報の設定（213ページ）
•ブランドの設定（215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（234ページ）
•ビデオの設定（252ページ）
•携帯用端末の設定（253ページ）
•サービスの質（WoS）の設定（254ページ）
•ユーザー管理（256ページ）
•パスワードの設定（258ページ）
•電子メール設定の構成（263ページ）
•アプリケーションのダウンロードについて（290ページ）
•セキュリティの設定（292ページ）

会社情報の設定

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。

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ールオーバーします。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
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ドについて（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [設定]を選択します。他の設定ページを開いている場合は、[設定]セクションの [会社情報]を
選択します。

ステップ 4 ページのフィールドへの入力が完了したら、［保存］を選択します。

説明オプション

あなたの会社または組織名会社名

住所 1行目所在地 1

住所 2行目所在地 2

あなたの市区町村名。市区町村

都道府県の名前都道府県

ZIPまたは郵便番号郵便番号

あなたの国名国/地域

会社の電話番号を国コードと市外局番を含め

て表示するドロップダウンメニュー。

仕事の電話

あなたのタイムゾーンタイムゾーン

あなたの使用言語言語設定の影響:

•管理者が初めて管理者アカウントを有効
にしたときに表示されるログインページ。

•レポートの言語。 (レポートの管理（325
ページ）

言語

あなたの所在地ロケール設定は時間、日付、

通貨単位、および数字などの表示に影響しま

す。

言語設定

ステップ 5 （任意）言語を変更する場合は、[メンテナンスモードをオフにする]を選択してから、[続行]
を選択して確認します。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動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、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、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

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
214

Cisco Webex Meetings Server構成

会社情報の設定



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

始める前に

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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >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。

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。

重要

始める前に

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（218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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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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。

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 CiscoWebex 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（215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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
217

Cisco Webex Meetings Server構成

拡張ブランディングの構成



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。

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。

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。（注）

クリップ名プロンプト

[1.wav]1

[2.wav]2

[3.wav]3

[4.wav]4

[5.wav]5

[6.wav]6

[7.wav]7

[8.wav]8

[9.wav]素晴らしい

[10.wav]0

[11.wav]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。

[12.wav]出席者ID番号を入力してから、#記号を押してください。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。

[13.wav]1を押すと、ミーティングに接続されます。

[14.wav]<beep>

[15.wav]申し訳ありません。入力内容は次の通りです。

[16.wav]は無効です。あるいは、ミーティングはまだ開始されていません

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。

[17.wav]ミーティングに接続されるまで、しばらくお待ちください。
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クリップ名プロンプト

[18.wav]申し訳ありません。参加しようとしているカンファレンスは満員で

す。

[19.wav]申し訳ありません。参加しようとしているカンファレンスはロック

されています。

[20.wav]<One-second silence>

[21.wav]<Join ALT>

[22.wav]<Depart ALT>

[23.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。

[24.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。

[25.wav]ミーティングはロックされています。

[26.wav]<music on hold>

[27.wav]申し訳ありません。リクエストに対応するオペレーターがいませ

ん。

[29.wav]オペレーターが接続を解除しました。さようなら。

[30.wav]Webexをご利用いただきありがとうございました。

[31.wav]会議にご案内いたします。

[32.wav]主催者が到着しておりません。後でもう一度電話をかけなおしてく

ださい。

[33.wav]主催者がまだ到着しておりません。お待ちください。

[34.wav]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。

[35.wav]申し訳ありません。入力したアクセスコードは有効ではありませ

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。

[36.wav]申し訳ありません。ホストアクセスコードは 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。

[37.wav]1を押すと、ミーティングに接続されます。

[38.wav]はミーティングに参加しました。

[39.wav]はミーティングから退席しました。
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クリップ名プロンプト

[40.wav]ミーティングにご案内いたします。

[41.wav]<One-second silence>

[42.wav]システムエラー。

[43.wav]ありがとうございました。

[44.wav]ミーティングはロック解除されました。

[45.wav]<One-second silence>

[50.wav]このミーティングに来るには早すぎます。

[52.wav]10

[53.wav]11

[54.wav]12

[55.wav]13

[56.wav]14

[57.wav]15

[58.wav]16

[59.wav]17

[60.wav]18

[61.wav]19

[62.wav]20

[63.wav]30

[64.wav]40

[65.wav]50

[66.wav]60

[67.wav]70

[68.wav]80

[69.wav]90

[70.wav]100

[71.wav]1000
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クリップ名プロンプト

[72.wav]1000000

[73.wav]1000000000

[74.wav]1000000000000

[75.wav]秒

[76.wav]分

[77.wav]Webexをご利用いただきありがとうございました。当社のWebサ
イト www.Webex.comをご覧ください。

[78.wav]分

[80.wav]申し訳ありませんが、通話中です。

[81.wav]時間

[82.wav]時間

[83.wav]継続時間を

[216.wav]<Two-second silence>

[218.wav]<busy signal>

[220.wav]<0.5-second silence>

[301.wav]申し訳ございません!

[311.wav]1を押す

[320.wav]*キーを押す

[341.wav]<ring signal>

[348.wav]*0を押す

[350.wav]*1を押す

[351.wav]*2を押す

[354.wav]*5を押す

[355.wav]*6を押す

[356.wav]*7を押す

[357.wav]*8を押す

[359.wav]**を押す
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クリップ名プロンプト

[360.wav]*#を押す

[362.wav]または

[514.wav]あなたが入力した電話番号は無効です。

[518.wav]メインメニュー。

[551.wav]誰も電話に出ません。

[561.wav]申し訳ありませんが、電話はつながりませんでした。

[855.wav]ミーティングに出席者を追加するには

[857.wav]ミーティングをロックするには

[858.wav]ミーティングをロック解除するには

[859.wav]全出席者をミュートするには

[860.wav]全出席者のミュートを解除するには

[862.wav]出席者数を聞くには

[872.wav]このミーティングに来るには早すぎます。ミーティングの開始予定

時刻は

[873.wav]その時刻になったらまた電話してください。

[874.wav]あなたはミーティングに参加できませんでした。

[875.wav]あなたが参加しようとしたミーティングは既に終了しています。

[882.wav]追加したい出席者数を入力してください。

[884.wav]ミーティングに再度参加するには

[886.wav]出席者を追加するには

[898.wav]電話を切らずにお待ちください。

[901.wav]許可するには

[902.wav]許可しないためには

[903.wav]主催者なしで継続するミーティング

[904.wav]もうしばらくお待ちください。

[907.wav]自分の電話回線をミュートするには
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クリップ名プロンプト

[908.wav]自分の電話回線のミュートを解除するには

[909.wav]電話がつながったとき

[910.wav]ミーティングに人を追加するには

[911.wav]電話を切ってください。

[912.wav]出席者がミーティングに追加されました。

[914.wav]ミーティングはロックされています。

[915.wav]出席者が立ち去りました。

[919.wav]ミーティングの全出席者がミュートされました。

[920.wav]あなたの電話回線のミュートが解除されました。

[921.wav]ミーティングの全出席者のミュートが解除されました。

[922.wav]主催者が電話を切ると、ミーティングは終了します。

[923.wav]主催者が電話を切っても、ミーティングは継続されます。

[925.wav]があります。

[926.wav]があります。

[927.wav]出席者

[928.wav]出席者

[929.wav]現在ミーティングに出席中です。

[932.wav]ミーティングはロック解除されました。

[933.wav]あなたの電話回線のミュートが解除できません。

[965.wav]##

[967.wav]99

[968.wav]ヘルプメニュー

[969.wav]テクニカルサポートに接続してください。

[1000.wav]主催者の録画機能はオンになっています。

[3001.wav]PINを入力し、最後に #を押してミーティングを開始します。
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クリップ名プロンプト

[3003.wav]お客様のPINを入力し、最後に #を押してミーティングに参加して
ください

[3005.wav]お客様が主催者の場合、PINを入力し、最後に #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。

[3009.wav]お客様はミーティングの主催者です。

[3015.wav]1を押してミーティングに接続してください。

[3016.wav]通話を拒否してください

[3017.wav]この通話リストから電話番号を削除してください、

[3018.wav]「＊」を３回押してください

[3020.wav]は無効です。

[3024.wav]参加者は接続中です。

[3025.wav]「＊」を2回押してください

[3026.wav]お客様が参加しようとしているミーティングは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。

[4100.wav]Webexへようこそ。

(コールインの後、ユーザーがミーティング番号を入力する前に再
生します。)

[4124.wav]Webexへようこそ。

(出席者がミーティング番号を入力し、コールインから会議に参加
した後に再生します。)

[4125.wav]Webexへようこそ。

(コールバックやブラストダイヤル参加者が参加したときに、ダイ
ヤルアウトのために再生されます。)

[4200.wav]Webex PCNowへようこそ。コンピュー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。

[4201.wav]Webex PCNow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。
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クリップ名プロンプト

[4202.wav]ありがとうございました! Webex PCNow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。

[4210.wav]Webex AccessAnywhereへようこそ。コンピューターにアクセスす
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）。

[4211.wav]Webex AccessAnywhere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。

[4212.wav]ありがとうございました! Webex AccessAnywhere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。

[4220.wav]SMARTTechへようこそ。コンピュー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。

[4221.wav]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。

[4222.wav]ありがとうございました!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。

[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。

[4231.wav]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。

[4240.wav]前もって予定していたミーティングに参加するには、#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。

[4241.wav]PIN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。

[4242.wav]は無効です。前もって予定していたミーティングに参加するには、

#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。

[4243.wav]は無効です。 PINまたはミーティング番号をもう一度入力してか
ら、#記号を押してください。

[4250.wav]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。
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クリップ名プロンプト

[4251.wav]テクニカルサポートへの接続つながったら、電話の *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。

[4252.wav]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。

[4253.wav]電話会議に戻ります。

[4254.wav]インスタントヘルプをご利用いただきありがとうございます。メイ

ンのミーティングに戻ります。

[4260.wav]主催者がミーティングから退席しました。このミーティングは5分
後に終了します。

[4261.wav]この機能はご利用いただけません。

[4262.wav]このサービスは現在ご利用いただけません。

[4263.wav]お客様のアカウントでPINコードを定義していないため、この機能
はご利用いただけません。

[4264.wav]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。

[4265.wav]が無効です。お客様の PINをもう一度入力して最後に #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。

[4266.wav]申し訳ありません。このミーティングの音声使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。

[4267.wav]このミーティングの電子メールリマインダーを送信するには

[4268.wav]継続するには <english/French/Italian/Spanish/German>

[4269.wav]メニューを繰り返すには

[4270.wav]1を押してください

[4271.wav]2を押してください

[4272.wav]3を押してください

[4273.wav]4を押してください

[4274.wav]5を押してください

[4275.wav]6を押してください
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クリップ名プロンプト

[4276.wav]7を押してください

[4277.wav]8を押してください

[4278.wav]9を押してください

[4279.wav]メニューが変更されました。新しいオプションをお聞きください。

[4280.wav]無効な入力です。もう一度試してください。

[4281.wav]<beep>（ミュート用）

[4282.wav]<beep>（ミュート解除用）

[4283.wav]ホストの方で、PINをお持ちの場合は、PINを入力して、#を押し
てください。あるいは、単に #を押してください。

[4284.wav]申し訳ありませんが、アクセスコードとPINの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。

[4287.wav]申し訳ありません。システムが最大定員に達しています。後でもう

一度試してください。

[4288.wav]＃を押してから1を押してください。

[4289.wav]＃を押してから2を押してください。

[4290.wav]＃を押してから3を押してください。

[4291.wav]＃を押してから4を押してください。

[4296.wav]＃を押してから9を押してください。

[4297.wav]参加者

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。

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。重要
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手順

ステップ 1 管理サイトにサインインします。

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

手順

ステップ 1 Webexサイト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] >ヘルプとサポートを選択します。
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ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

説明オプション

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

Cisco Webexオンラインヘル
プ

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。

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。

カスタマイズしたヘルプの

使用

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。ミーティン

グサイズ制限が 2である場合、Web、VoIP、またはコールアウトオプションの使用によって
2名の出席者のみ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容量次
第で音声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（29ページ）を
参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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]に進みますを選択します。

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。

•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。
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•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、[最初の参加者がプレゼンターにな
る]機能が無効になります。

•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。 [最初に参加した参加者がプレゼンターになる]の
チェックを外している場合、 [誰でもミーティングで発表可能]機能は無効になります。

•次の情報を含むミーティングのレポート概要を主催者に送信します。

•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。録画が開始されると、参加する各出席者に対してメッセージが再生さ

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。

アクティブなミーティング中に現在の主催者が [ミーティングから退出]を選択した場合、
システムは [参加者]リストから新しい主催者を選択します (優先度順)。

•代理主催者

•認証されたプレゼンター

•認証された出席者

この機能を有効にすると、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。
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•認証されていない参加者に対してコールバックを無効にすると、システムは認証されてい
ない参加者に発信することができなくなります。

•コールインユーザー用に参加者パネルの発呼者 IDを表示する電話で参加する場合にの
み、電話から参加するコールインユーザーの発信者 IDが表示されます。アスタリスクに
よって、電話番号の最後の 4桁がマスクされます。

•ミーティングクライアントでユーザーの写真を表示すると、デフォルトの頭文字の代わり
にアバター (プロファイル画像)の表示が有効になります。

ユーザーは [マイアカウント]ページからプロファイル画像を変更することができます。
サポートされているファイルの種類は、PNG、JPG、JPEG、GIFです。最大寸法160 × 160
ピクセルで、最大ファイルサイズ 5MBです。

アップロードされた画像がアニメーションGIFファイルの場合、システムは最初
のフレームのみを表示します。

（注）

この機能にはストレージサーバーが必要です。重要

•モダンビューを有効にすると、Webexサイトのモダンビューが有効になります。この設
定はデフォルトで有効になっています。

•デフォルトでモダンビューを表示する設定により、あなたのWebexサイトユーザー
のデフォルトビューをモダンビューにします。この設定はデフォルトで有効になっ

ています。

•パーソナル会議室を有効にすると、Webexサイトのパーソナル会議室機能を有効にす
ることができます。この設定はデフォルトで有効になっています。

ステップ 4 スライダをドラッグして最大参加者数を選択します。

システムサイズ最大参加者数

50ユーザーシステム (シングルデータセンター)50

250ユーザーシステム (シングルデータセンター)

250ユーザーシステム (マルチデータセンター)

250

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)6

拡張容量 (2700、3400、または 4000)システム

500

6 500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
況によって異なります。

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。
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説明オプション

選択されている場合、主催者はミーティング参加者がチャット機能

を利用できるようにすることが可能です。

チャット

選択されている場合、主催者は投票用の質問を作成することができ

ます。参加者は複数選択または短い回答の質問に答え、結果を送信

することができます。

投票

選択されている場合、主催者はミーティング参加者がファイル共有

機能を利用できるようにすることが可能です。

ドキュメントのレビュー

とプレゼンテーション

選択されている場合、主催者はアプリケーション、Webブラウザー、
ビデオ、および他のファイルを共有したり、デスクトップ画面を共

有したりすることができます。リモートコントロールを使用する

と、主催者は参加者による共有アプリケーション、ドキュメント、

またはファイルの管理を有効にできます。

共有とリモートコント

ロール

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]
を選択して、メール通知を有効にします。有効な場合、システムは主催者とミーティング

招待状を受け取ったユーザーにメールを送信します。

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（188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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
232

Cisco Webex Meetings Server構成

ミーティング録画について



•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 5 :ミーティングをスケジュールするときにパスワードを除外する

ミーティングの詳細ページを

表示

メール招待状とリマインダに

表示されるパスワード

ユーザータイプ

はいはい主催者

はいはい代理主催者

いいえいいえ招待者

いいえいいえ転送される招待者

表 6 :ミーティングをスケジュールするときにパスワードを含める

ミーティングの詳細ページを

表示

メール招待状とリマインダに

表示されるパスワード

ユーザータイプ

はいはい主催者

はいはい代理主催者

はいはい招待者

はいはい転送される招待者

•主催者機能がオン/オフの前に参加します。

•オン:招待者またはゲストは、開始 15分前から、ミーティング終了までミーティング
に参加できます。

•オフ招待者またはゲストはホストの前にミーティングに参加できません。主催者ま
たは代理主催者がミーティングを開始した後に、招待者が参加できます。

•主催者機能がオン/オフの前に電話会議に参加します。

•オン:主催者がミーティングクライアントで電話会議を開始しない場合、招待者は主
催者の前に電話会議に参加できます。

•オフ主催者がミーティングクライアントで電話会議を開始しない場合、招待者は主催
者の前に電話会議に参加できません。

•最初の参加者が現在の機能のオン/オフを指定できます。

•オン:主催者の前に参加できるように設定されている場合、最初の参加者がプレゼン
タになります。

•オフ主催者が常に決定権を持ちます。
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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CUCMSIP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（306ページ）を参照
してください。

この機能は、ロシアまたはトルコでは利用できません。（注）

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。
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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。

CUCM 2は、必須ではありませんが、可用性の高い電話会議の場合は推奨してい
ます。

（注）

b) システムのポート番号を入力します。ポート番号は、CUCMに割り当てられているポート
番号と一致する必要があります。（デフォルト: 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（306
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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
235

Cisco Webex Meetings Server構成

初めて音声設定を行う

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


ステップ 10 [追加]を選択して発信用アクセス番号を追加します。

ダイアログボックスに電話ラベルと番号が追加されます。 [追加]を選択する都度、ダイアログ
ボックスに追加行が追加されます。

ステップ 11 追加して各アクセス番号に対する [電話ラベル]および [電話番号]を入力し、番号の追加が完
了したら [継続]を選択します。

CUCMで設定した番号のみを追加してください。追加した数値は、メール招待状とCiscoWebex
Meetingsデスクトップアプリケーションに表示されます。

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。

電話システムが1を送信できない場合以外は、このオプションの選択はお勧めしませ
ん。

（注）

ステップ 16 （任意） [出席と退席のトーン]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 (オプション) [音声ノイズ検出]をオフにします。

このオプションはデフォルトで有効になっています。

ステップ 20 [保存]を選択します。

ステップ 21 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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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

始める前に

初めて音声設定を構成する場合、初めて音声設定を行う（234ページ）を参照してください。

ブラストダイヤル、コールインサービス言語、表示名、または発信者 ID音声設定を構成また
は変更するためにメンテナンスモードをオンにする必要はありません。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [設定] > [音声]を選択します。

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。
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音声の構成については、グローバル設定があり、各データセンターにはローカル設定がありま

す。グローバル設定はすべてのデータセンターに適用されます。ローカル設定は個別のデー

タセンターに適用されます。

説明オプション

Webex音声 •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（242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CiscoWebex
Meetingsデスクトップアプリケーションに表示されます。
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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。

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。

既定の言語は、[設定] > Audio > [グローバル設定] > [システムの音声言語]で指定
されている言語になります。

（注）

b) エントリーを削除する場合は、行の最後にある [X]を選択します。
c) エントリーを変更するには、異なるルートパターンを選択し、異なる言語設定を選択しま

す。

d) [続行]を選択します。

ページ下の [保存]を選択するまで、変更は保存されません。

CUCMで設定したルートパターンのみを追加してください。

ステップ 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（306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。

これはコールバック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 [出席と退席のトーン]を選択します。
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•ビープ（デフォルト）
•サウンドなし
•名前のアナウンス

ステップ 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。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

音声 CUCMの編集

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。これにより、アクティブ
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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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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解決ポリシーにより、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >ユーザー権限を選択します。

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。
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•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（247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
者の最大数を指定することができます。詳細については、『Cisco Webex Meetings Serverプラ
ンニングガイドとシステム要件』()の「システム容量マトリックス」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
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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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

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。

次のタスク

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（243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（251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（248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。
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出席者のみのアカウント所有者は、主催者または代理主催者に指名することはできません。（注）

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。

主催者がブラストダイヤルミーティングのオンライン部分を開始すると、DTMFトーンが無効
になります。

（注）

始める前に

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。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループの追加]を選択します。
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ステップ 4 グループ名を入力します。

ステップ 5 ルートパターンを入力します。

各ブラストダイヤルグループについて、1つのルートパターンを Cisco Unified Communications
Managerで構成する必要があります。

ステップ 6 このブラストダイヤルグループに構成されたルートパターンと関連付けられたコールイン番号

を入力します。

各ブラストダイヤルグループには専用のコールイン番号が必要です。主催者はコールイン番号

をダイヤルしてブラストダイヤルミーティングを開始します。

このコールイン番号は、Cisco Unified Communications Manager中のこのグループに選
択されたルートパターンにリダイレクトする必要があります。詳細については
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.htmlを参照
してください。

（注）

ステップ 7 （任意） [ミーティングパスワード]フィールドに英数字のパスワードを入力します。

構成されている場合、参加者はこのパスワードを入力し、ブラストダイヤルミーティングのオ

ンライン部分に参加します。

ミーティングパスワードを管理するための規則は、 [設定] >パスワード管理 >ミー
ティングのパスワードを選択します。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。

（注）

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。

主催者 PINは、11111、1234567など、すべて同一の数字、または連続する数字
にすることはできません。

（注）

•ブラストダイヤルミーティングを開始するために、主催者がPINを入力しなくても良いよ
うにしたい場合、[なし]を選択します。

このオプションが選択される場合、コールイン番号を知っているユーザーはブラ

ストダイヤルミーティングを開始できます。

（注）

ステップ 9 参加者 PINオプションの 1つを選択します。
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• (デフォルト)ブラストダイヤルミーティングに参加するために、参加者が PINを入力しな
くても良いようにしたい場合、[なし]を選択します。

• [参加者 PINを入力]を選択し、数字の PINを入力します。このオプションが選択されて
いるとき、PINが必要です。

3桁の PINはセキュリティが弱く、4～ 7桁の PINはセキュリティが中程度、8～ 10桁の
PINはセキュリティレベルが高いです。

参加者 PINは、11111、1234567など、すべて同一の数字、または連続する数字
にすることはできません。

（注）

ステップ 10 参加者に発信する際にシステムが実行する [コール試行]の数を選択します。

システムは各参加者に対し、[コール試行]で選択した回数分発信します。ユーザーが [マイア
カウント]ページ (内部ユーザー用)上に 4つの電話番号を列挙する場合、または、管理者がシ
ステムにインポートされたCSVファイルに 4つの電話番号を入力する場合、システムは [コー
ル試行]で選択した回数分、最初の番号に発信し、その後、[コール試行]で選択した回数分、2
番目の番号に発信し、これを繰り返します。システムが [コール試行]で選択した回数分、各
電話番号にダイヤルした後、システムは参加者への発信を停止します。このフィールドで [無
制限]を選択すると、システムは参加者が発信に応答するか、または Bast Dialミーティングが
終了するまで、発信を続けます。

• 1 (システムは各参加者に 1回発信します。)
• 3（デフォルト)
• 5
• 10
•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

（248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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次のタスク

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（250ページ）と参加者リストのイ
ンポート（251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（248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（247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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループ名]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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルのセクションで、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。
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ブラストダイヤルグループと関連する参加者リストがシステムから削除されます。

ブラストダイヤル参加者の追加

ブラストダイヤルグループの設定を構成後、内部および外部参加者リストを作成します。主催

者がWebexブラストダイヤルミーティングを開始すると、システムは内部および外部参加者
リストのメンバーに発信し、外部リストのメンバーの次にある内部リストのメンバーにダイヤ

ルします。

内部参加者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（247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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始める前に

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』の「グループおよび参加者テンプレートのダウンロード」セ
クションを参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 ブラストダイヤルセクションで、[グループ名]を選択します。

ステップ 4 既存の参加者リストをエクスポートし、CSVファイルを変更し、ファイルをインポートするこ
とで、参加者の情報を追加または変更できます。

初めて [リストのエクスポート]を選択すると、システムは適切な列見出しを持つ空の
CSVファイルをエクスポートします。

（注）

ステップ 5 参加者のインポート:

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

• [参照]を選択して、インポートする CSVファイルを選択します。
• [インポート]をクリックします。

ステップ 6 提供されたフィールドに個別のエントリーを入力:

•内部参加者の場合、電子メールアドレスを入力し、+を選択してエントリーを追加します。

•外部参加者の場合、参加者の名前、電子メールアドレス、および国コードを含む電話番号
を入力します。 [追加]を選択します。

新しく追加された参加者が内部リストまたは外部リストに表示されます。

ステップ 7 （任意） [主催者]チェックボックスを選択し、人を主催者に指定します。

システムでは、各ブラストダイヤルグループに対して、少なくとも1人の内部参加者
を指定する必要があります。

（注）

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。
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主催者に指定された人は、主催者 PIN、参加者 PIN、ミーティングパスワード (構成されてい
る場合)、およびブラストダイヤルのコールイン番号を含む電子メール通知を受け取ります。
他すべての参加者じゃ、参加者 PINとミーティングパスワード (構成されている場合)を含む
電子メール通知を受け取ります。

次のタスク

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（247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（251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（250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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル]セクションの [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。
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たとえば内部ユーザーの名前など、必要でない参加者情報を入力する場合、システム

は CSVファイルがインポートされるとき、この情報を保存しません。ただし、外部
参加者の名前を入力することを忘れたなど、情報が不完全な場合、システムは情報を

インポートしますが、エラーメッセージを表示します。不正確なエントリーは無効と

判断され、データベースに保存されません。

（注）

•名前 (外部参加者に必要)—人の氏名を任意の形式で入力します。すべて記号が可能です
が、< and >は推奨されません。この名前は、ブラストダイヤルミーティングに関する情
報と共にシステムが参加者に送信する外部リストと電子メールメッセージに表示されま

す。外部リストに対し名前が長すぎる場合、切り詰められます。 (電子メール中の名前は
切り詰められません。)内部ユーザーの場合、名前はユーザーのWebex [マイアカウント]
ページから取得できます。

•電子メール (すべての参加者に必要)—システムはこのアドレスを使用して、PINおよび
コールイン番号を送信し、リンクをブラストダイヤルミーティングのオンライン部分に送

信し、また、人物が内部参加者か外部参加者か判定します。電子メールが Cisco Webex
Meetings Serverに保存された場合、その人は内部参加者であり、システムは自動的にユー
ザーのWebex [マイアカウント]ページから名前と電話番号の情報を検出します。電子メー
ルアドレスが外部である場合、システムは CSVファイルに入力された名前と電話番号を
使用します。

•電話番号 (外部参加者に必要) —外部参加者に対する、国コードを含む 4つの電話番号を
入力します。システムは順番に (電話番号 1、電話番号 2、電話番号 3以下略)電話番号を
ダイヤルします。最低でも 1つの各外部参加者用の電話番号を入力してください。文字:
0~9, (, ), -が許可されます。 CWMSシステムは電話番号を識別し、形式を確認し、変換し
ません。エントリーを CUCMに転送するだけです。

•ロール (内部参加者だけ)—ミーティング主催者となるすべての内部ユーザーに対し [主催
者]を入力します。主催者は主催者 PIN、参加者 PIN、コールイン番号を含む電子メール
を受け取ります。その 1人以外も主催者に指定できます。

次のタスク

参加者リストのインポート（251ページ）に進みます。

参加者リストのインポート

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 [設定] > [音声] >グローバル設定を選択します。

ステップ 3 [ブラストダイヤル]セクションの [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。
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。

次のタスク

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（250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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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]に移動します。

ステップ 3 [180p]、[360p] (デフォルト)、[720p]、または [オフ]を選び、それから [保存]をクリックしま
す。

新規展開の場合、デフォルトでは360pになります。アップグレードされた展開は以前の設定
を保持します。

おおよそのストレージ要件については、『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。

ステップ 4 [クライアントの音声/ビデオ]セクションで、モダンビューに次のオプションを設定します。

•音声/ビデオダイアログの自動ポップアップ表示
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•出席者がメインのアクティブビデオをロックすることを許可する

•フルスクリーンビューでのグリッドビューモードに対応する

フルスクリーン、グリッドビューで表示するビデオの数を入力します。

チェックを選択して [オプション]を有効にして、チェックを外して無効にします。

ステップ 5 [保存]をクリックします。

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デバイス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。

Androidは、Cisco Webex Meetings Server 2.0およびそれ以上でサポートされています。 iOSと
Android Webexアプリケーションは、デフォルトで有効になります。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。
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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。

次のタスク

詳細は、モバイル端末向けのSSL証明書をエクスポート（299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)

• IPv4 QoSマーキング: CS3 (選考3) DSCP 011000

•コンピュータを使ったWebex音声接続

• IPv4 QoSマーキング: AF41 DSCP 100010

• Webexビデオ

• IPv4 QoSマーキング: AF41 DSCP 100010

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
254

Cisco Webex Meetings Server構成

サービスの質（WoS）の設定



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。

表 7 :インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックがある Cisco Webex Meetings Serverシステムでの QoS
マーキング

QoSマーキングトラフィック

はいSIP音声 -メディア - CWMSからエンドポイン
ト

はいSIP音声 -シグナル - CWMSからエンドポイン
ト

いいえPC音声 -メディア - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -シグナル - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -メディア -クライアントから CWMS

いいえPC音声 -シグナル -クライアントから CWMS

いいえPCビデオ -メディア - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -シグナル - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -メディア -クライアントから
CWMS

いいえPCビデオ -シグナル -クライアントから
CWMS

表 8 :インターネットリバースプロキシサーバーにトラフィックが無い Cisco Webex Meetings Serverシステムでの QoS
マーキング

QoSマーキングトラフィック

はいSIP音声 -メディア - CWMSからエンドポイン
ト

はいSIP音声 -シグナル - CWMSからエンドポイン
ト

はいPC音声 -メディア - CWMSからクライアント
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QoSマーキングトラフィック

はいPC音声 -シグナル - CWMSからクライアント

いいえPC音声 -メディア -クライアントから CWMS

いいえPC音声 -シグナル -クライアントから CWMS

はいPCビデオ -メディア - CWMSからクライアン
ト

はいPCビデオ -シグナル - CWMSからクライアン
ト

いいえPCビデオ -メディア -クライアントから
CWMS

いいえPCビデオ -シグナル -クライアントから
CWMS

ユーザー管理
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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 [出席者のみ]のユーザーが主催者権限を要求できるようにするには、[主催者アカウントのサイ
ンアップを許可]を選択します。

この機能を有効にすると、追加オプションが表示されます。

a) [これらのメールドメインからの要求を許可する]フィールドで、自動的に要求を承認する
ドメインを入力します。

この設定は、[主催者アカウント要求を自動的に承認または拒否する]オプションが有効に
なっている場合にのみ適用されます。

b) [これらのメールドメイン以外からの要求を拒否する]フィールドで、要求を承認するドメ
インを入力します。システムは、他のすべてのドメインからの要求を自動的に拒否しま

す。
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この設定は、[主催者アカウント要求を自動的に承認または拒否する]オプションが有効に
なっている場合にのみ適用されます。

c) 指定されたドメイン条件を使用して主催者の要求を自動的に処理するには、[主催者アカウ
ント要求を自動的に承認または拒否する]を選択します。

自動承認または拒否のために指定したドメイン条件に一致しない主催者の要求は、手動で

承認または拒否する必要があります。システムは 24時間以内に自動承認を処理します。

d) 手動で主催者の要求を処理するには、[主催者アカウントの要求を確認する]を選択します。
サイト管理者に確認通知メールを送信します。

e) [デフォルトのユーザーアカウントタイプ]リストから、[主催者]または [出席者のみ]を
選択します。

この設定では、以下のシナリオの既定のアカウントタイプを指定します。

•ディレクトリ統合を使用してアカウントをインポートする

•アカウントの種類が指定されていない場合に、ファイルからアカウントをインポート
する

•新しい SSOカウントの作成

ステップ 4 [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（145ページ）を参照してください。

ステップ 5 [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。)

既定の設定を有効にした場合、非アクティブ化されたユーザーは、サイト管理で非アクティブ

として設定された日付から 90日で削除されます。ユーザーデータや、そのユーザーが主催す
る今後のミーティング、および定期的なミーティングも削除されます。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。

削除後6ヶ月間、削除されたユーザーは、削除されたアカウントに関連付けられてい
るアドレスを使用して、システム上のミーティングに参加することはできません。

ミーティングを主催する機能を無効にしたままユーザーがミーティングに出席するこ

とを許可するには、アカウントステータスを [非アクティブ]に設定します。

この制限は、Cisco Webex Meetings Server Release 2.8にのみ適用されます。リリース
2.8 MR1で削除されたユーザーは、同じメールアドレスを使用してミーティングに参
加できます。

重要

ステップ 6 [削除されたユーザーが所有している録画]からオプションを選択します。
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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 7 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（145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 8 [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。

•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。
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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管理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。）

（注）

パスワード全般設定

このページのパスワードの設定はすべてオプションです。またオン（選択）またはオフ（選択

解除）を切り替えることができます。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >パスワード全般を選択します。

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 (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設定することもできます。たとえば、この値を 14
日間に設定することで、パスワードの有効期限日の 2週間前に警告を生成することができ
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。

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
259

Cisco Webex Meetings Server構成

パスワード全般設定



ステップ 5 [保存]を選択します。

ユーザーパスワードの要件と制限を設定します。

システムがデフォルト認証を使用するとき、これらの設定は、管理者とエンドユーザーに適用

されます。システムが Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)認証または single sign-on
(SSO)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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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を選択します。

ステップ 3 ページのフィールドを設定してユーザーパスワードの設定を変更します。

説明オプション

このオプションは、残りのオプションを有効

にするときに選択します。

デフォルト:選択済み

ユーザーアカウントの強力なパスワードを要

求する

最小限必要な文字数。

デフォルト:選択する、6文字

最少文字数

最小アルファベット文字（数値、特殊文字以

外）の数

デフォルト:選択する、1文字

必要最小限のアルファベット文字数

最小数字文字（アルファベット、特殊文字以

外）の数

デフォルト:選択する、1数字

必要最小限の数字文字数

最小特殊文字（アルファベット、数値以外）

の数

デフォルト:選択しない、1文字

必要最小限の記号文字数
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説明オプション

パスワードにアルファベットの大文字と小文

字を混在することが必要です。

デフォルト:選択済み

大文字小文字の混在が必要です

同じ文字（アルファベット、数値、特殊文字）

を 3回以上繰り返して使えません。

デフォルト:選択済み

同じ文字の 3回以上の繰り返し使用を許可し
ない

管理者が指定した使用できないパスワードの

一覧です。

デフォルト:選択されていません

使用不可パスワードの一覧

特定名称は使用しないでください。

デフォルト:選択済み

会社名、サイト名、ユーザーのメールアドレ

ス、主催者名は使用不可

以前に使用したパスワードを利用しないでく

ださい。何回前まで以前のパスワードを使用

できないようにするか、ドロップダウンメ

ニューから数値を選択して指定します。

デフォルト:選択済み

デフォルト番号: 5

前回のnパスワードは絶対に使用できません。

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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ゲストがサ

インインし

ない

ゲストがサ

インインす

る

招待された

人がサイン

インする

主催者がサ

インインす

る

ミーティン

グ作成者が

サインイン

する

メール招待

状にパス

ワードを含

めない

パスワード

を設定する

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

該当せずいいえ

パスワード

が必要で

す。

パスワード

が必要で

す。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

はいはい

パスワード

が必要で

す。

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

は不要。

パスワード

は不要。

パスワード

は不要。

いいえはい

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >ミーティングのパスワードを選択します。

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。
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• [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

• [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。

電子メール設定の構成
メールの設定およびテンプレートを作成します。メールのテンプレートには、オプションで変

更可能なデフォルト設定が適用されています。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [メール]の順に選択します。

[変数]ページを開きます。

ステップ 3 送信者名、送信メールアドレス、返信先メールアドレスを入力し、[保存]を選択します。

システムは、[変数]ページで設定した設定に基づいて、[送信者名]、[送信元メールアドレス]、
[返信先]の既定値を派生させることができます。 [変数]ページの送信者名に名前を入力でき
ますが、ミーティング招待状は主催者のメールアドレスを反映します。
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ステップ 4 [テンプレート]を選択します。

[テンプレート]ページが表示されます。 [共通]または [ミーティング]タブを選択します。デ
フォルトは [共通]です。

ステップ 5 メールテンプレートを設定する場合は、[共通]および [ミーティング]タブで希望のテンプレー
トリンクを選択します。

ステップ 6 選択したメールテンプレートに変更を加えて (変更がある場合)、[保存]を選択します。

例：

[共通]タブで、[再有効化したアカウント]テンプレートリンクを選択します。 [再有効化した
アカウント]ダイアログボックスのフィールドを更新してから、[保存]を選択します。

関連トピック

メールテンプレートについて（264ページ）

メールテンプレートについて

メールテンプレートを使用して、重要なイベントをユーザーに通知することができます。各

メールテンプレートには、設定が必要な変数があります。各テンプレートの変数の説明につい

ては、下表を参照してください。

メールテンプレートには 2つのタイプがあります:

•共通 -パスワードの紛失、主催および招待の通知、録画の使用可能性、およびその他の一
般的な通知が含まれます。

•ミーティング -ミーティングの招待、キャンセル、更新、リマインダ、情報通知などが含
まれます。

表 9 :共通メールテンプレート

変数説明タイトル

• %SiteURL_HTML%

• DISPLAYNAME

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %Participants%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ADアカウントがアクティ
ブ化された後でユーザー

に送信されます。

ADアクティブ化
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変数説明タイトル

• DISPLAYNAME

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

管理者がユーザーのアカ

ウントを再有効化する

と、ユーザーに送信され

ます。

アカウントが再び有効に

なりました

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %OrgLogo%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

エンドユーザーサイトで

自分のパスワードをリ

セットした後にそのユー

ザーに送信されます。

パスワード忘れ -パスワー
ドの変更

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %OrgLogo%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

エンドユーザーサイトで

自分のパスワードをリ

セットした後にそのユー

ザーに送信されます。こ

のメールは、新しいパス

ワードを作成するか、

ユーザーに確認します。

パスワード忘れ -パスワー
ドのリセット

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%_HTML

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%_HTML

• %Support%_HTML

• %CustomFooterText%_HTML

• %Year%

主催者にミーティング録

画へのリンクが送信され

ます。

録画が入手できます (主催
者用)
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %participants%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

シングルサインオン(SSO)
が有効になると送信され

ます。

SSO有効化のメール

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName_HTML%

• %Body_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

システムのすべてのユー

ザーにメールが送信され

ます。

すべてのユーザーにメー

ルを送信

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

モバイル端末用の Cisco
Webexアプリについて
ユーザーに通知し、アプ

リをダウンロードするリ

ンクを提供します。

Cisco Webexのセットアッ
プ—モバイル端末
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %HostName_HTML%

• %RestrictionMessage_HTML%

• %TopicName_HTML%

• %Duration%

• %RecordingTime%

• %PersonalizedMessage_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

選択したミーティングの

招待者に、ミーティング

の録画へのリンクを送信

します。

録画を共有

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic Name_HTML%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

選択したミーティングの

招待者に、ミーティング

の録画へのリンクを送信

します。 [ミーティングを
退席する]を選択した後、
Webex Meetingsで主催者
が出席者を選択します。

MCの録画の共有
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

パスワードが変更された

ときに、ユーザーにメー

ルが送信されます。

ユーザーのパスワードが

変更されました

• %SiteURL%

• %DisplayName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %participants%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

アカウントが作成される

と、新しい管理者に送信

されます。

ウェルカムメール

表 10 :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

変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

主催者がミーティングを

開始するためにブラスト

ダイヤルのコールイン番

号をダイヤルするときに

送信されます。

ブラストダイヤルミー

ティングの招待状 -主催
者
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

管理者がグループを削除

するときに、ブラストダ

イヤルグループのメン

バーへ送信されます。

ブラストダイヤルミー

ティンググループ削除

• %HostName_HTML%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %MeetingInfoURL%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %MeetingPassword_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %SiteURL%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングの進行中

に、主催者がミーティン

グに招待すると他の主催

者に送信されます。

進行中のブラストダイヤ

ルミーティングの招待状

-主催者

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %HostPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングの設定が変

更された場合にミーティ

ング情報を主催者に提供

します。

アップデートされたブラ

ストダイヤルミーティン

グ情報 -主催者
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変数説明タイトル

• %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%

主催者が [今すぐミーティ
ング]を選択すると、主催
者および出席者に送信さ

れます。

インスタントミーティン

グの招待状 -主催者

• %SiteURL%

• %Topic%

• %RecipientName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングのキャンセ

ルの確認をミーティング

の主催者に送信しまし

た。

ミーティングのキャンセ

ル -主催者
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変数説明タイトル

• %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%

ミーティングの設定が変

更された時に、代理主催

者にミーティング情報が

提供されます。

ミーティング情報のアッ

プデート -代理主催者
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変数説明タイトル

• %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%

ミーティングの設定が変

更された場合にミーティ

ング情報を主催者に提供

します。

ミーティング情報のアッ

プデート -主催者
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変数説明タイトル

• %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%

ミーティングの代理主催

者にミーティングのリマ

インダを送信します。

ミーティングリマインダ

-代理主催者
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変数説明タイトル

• %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%

ミーティングの主催者に

ミーティングのリマイン

ダを送信します。

ミーティングリマインダ

-主催者
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変数説明タイトル

• %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%

代理主催者に更新した

ミーティング情報を送信

します。

ミーティングの再スケ

ジュール -代理主催者
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変数説明タイトル

• %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%

代理主催者にミーティン

グの確認を送信します。

ミーティング情報 -代理
主催者
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変数説明タイトル

• %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%

主催者にミーティングの

確認を送信します。

ミーティング情報 -主催
者
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

ミーティングの主催者

（パーソナル会議アカウ

ントのみ）にミーティン

グの自動リマインダを送

信します。

PCNミーティング自動リ
マインダ (主催者用)

• %HostName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

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
手動リマインダを送信し

ます。

PT PCNミーティング手動
リマインダ (主催者用)

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
278

Cisco Webex Meetings Server構成

メールテンプレートについて



変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者および招待者に

ミーティング通知を送信

します (パーソナル会議ア
カウントのみ)。

PT PCNミーティング通知
-ゲスト

• %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%

主催者にインスタント

ミーティング通知を送信

します (パーソナル会議ア
カウントのみ)。

PCNミーティングへのワ
ンクリック招待 -ホスト
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変数説明タイトル

• %ReceipentName%

• %LicenseWarning%

• %HostName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %Meeting Password%

• %SiteURL_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ホストにミーティング招

待通知を送信します。

PCNミーティング通知招
待 -ホスト

• %RecipentName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者にミーティング

キャンセル通知を送信し

ます (パーソナル会議アカ
ウントのみ)。

PCNミーティングキャン
セル -ホスト
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変数説明タイトル

• %RecipentName%

• %LicenseWarning%

• %HostName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者にスケジュール変

更通知を送信します (パー
ソナル会議アカウントの

み)。

PCNミーティングスケ
ジュール変更 -ホスト

表 11 :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

変数説明タイトル

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %SiteURL%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

主催者がミーティングを

開始するためにブラスト

ダイヤルのコールイン番

号をダイヤルするときに

参加者に送信されます。

ブラストダイヤルミー

ティングの招待状 -招待
者
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変数説明タイトル

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %MeetingPassword_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングの主催中

に、主催者がミーティン

グに招待すると送信され

ます。

進行中のブラストダイヤ

ルミーティングの招待状

-招待者

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName_HTML%

• %HostName_HTML%

• %AccessNumber_HTML%

• %ParticipantPin_HTML%

• %NeedInfo_InternalUser_HTML%

• %Support_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

ミーティングの設定が変

更された場合、ミーティ

ング情報を参加者に提供

します。

アップデートされたブラ

ストダイヤルミーティン

グ情報 -招待者

• %HostName%,

• %AttendeeDesc%

• %CMRJoinURL%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者がまだパーソナル

会議室ミーティングを開

始していません。ユー

ザーはミーティングに参

加し、ロビーで待機する

ことができます。主催者

に通知メールを送信する

には、[主催者に通知]ボ
タンをクリックします。

パーソナル会議室ロビー

待機の通知 (主催者用)
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変数説明タイトル

• %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%

ミーティングの主催中

に、主催者がミーティン

グに招待すると送信され

ます。

進行中のミーティングの

招待状 -招待者

• %CMRJoinURL%

• %MeetingNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

主催者がパーソナル会議

室ミーティングを開始し

た後、[招待と通知]ダイ
アログを開き、招待メー

ルをユーザーに送信する

ことができます。

進行中のミーティングへ

の招待状_PR
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変数説明タイトル

• %HostName_HTML%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write_HTML%

• %SiteURL_HTML%

• %CustomFooterText_HTML%

• %Year%

スケジュール済みのミー

ティングがキャンセルさ

れたことを出席者に通知

します。

ミーティングのキャンセ

ル -招待者

• %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%

招待者に更新したミー

ティング情報を送信しま

す。

ミーティングの再スケ

ジュール -招待者
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変数説明タイトル

• %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%

招待者にインスタント

ミーティング通知を送信

します (パーソナル会議ア
カウントのみ)。

進行中のPCNミーティン
グへの招待 -招待者

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingTime%

• %Duration%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

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)。

PCNミーティング手動リ
マインダ (招待者)
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変数説明タイトル

• %AttendeeName_HTML%

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待者にスケジュール変

更通知を送信します (パー
ソナル会議アカウントの

み)。

PCNミーティングスケ
ジュール変更 -招待者
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変数説明タイトル

• %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%

招待者にスケジュール再

スケジュール通知を送信

します (パーソナル会議ア
カウントのみ)。

PCNミーティングの再ス
ケジュール -招待者

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待者にミーティング

キャンセル通知を送信し

ます（パーソナルアカウ

ントのみ）。

PCNミーティングキャン
セル -招待者
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %MeetingNumberNoSpaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パーソナル会議アカウン

トからWebex Meetingsデ
スクトップアプリケー

ションを使用して、ミー

ティングをスケジュール

設定すると、ミーティン

グに招待されたユーザー

に送信されます。

PT PCNミーティング招待
状 (招待者用)

• %HostName%

• %Topic%

• %Meeting Link%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingSpace%

• %Meeting Number%

• %Meeting Number No Spaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %Meeting Password%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

Webex Meetingsデスク
トップアプリケーション

を使用して、ミーティン

グをスケジュール設定す

ると、ミーティングに招

待されたユーザーに送信

されます。

PTミーティングの招待状
ー招待者
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変数説明タイトル

• %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%

パーソナル会議アカウン

トからWebex Meetingsデ
スクトップアプリケー

ションを使用して、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。

PCNミーティングの招待
状 (招待者用)

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待者にミーティング

キャンセル通知を送信し

ます（パーソナルアカウ

ントのみ）。

PCNミーティングキャン
セル -招待者
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変数説明タイトル

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Number No Spaces%
(v2.7MR3 and higher)

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

パーソナル会議アカウン

トからWebex Meetingsデ
スクトップアプリケー

ションを使用して、ミー

ティングをスケジュール

設定すると、ミーティン

グに招待されたユーザー

に送信されます。

PT PCNミーティング招待
状 (招待者用)

• %AttendeeName_HTML%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

招待者にミーティング

キャンセル通知を送信し

ます（パーソナルアカウ

ントのみ）。

PCNミーティングキャン
セル -招待者

アプリケーションのダウンロードについて
Webexサイトの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 Meetingsデスクトップアプリケーション— Microsoft™ Outlook®などの他のアプリ
ケーションにミーティング管理機能を追加します。

システムを更新またはアップグレードした後で、Webex Meetingsデスクトップアプリケー
ションの古いバージョンを削除し、最新バージョンをインストールすることをお勧めしま

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の場合、アプリケーション用の .MSIインストーラーは、[管理] >設定 > [ダウンロード]
の組織のカスタム信頼リストには、認証局のルート証明書をアップロードすることができま

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。

アプリケーションダウンロードの構成

ユーザーがWebex Meetingsデスクトップアプリケーションおよびネットワーク録画プレーヤー
をダウンロードすることを許可するか、またはアプリケーションをユーザーにプッシュするか

を選択することができます。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 [設定] > [ダウンロード]を選択します。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

•ユーザーがアプリケーションをダウンロードできるようにします

•アプリケーションをユーザーのデスクトップに手動でプッシュします

このオプションを選択した場合、各 [ダウンロード]ボタンをクリックして、WebexMeetings
デスクトップアプリケーションおよびネットワーク録画プレーヤーをダウンロードしま

す。

ステップ 4 (オプション)新しいバージョンが入手可能になったら自動的にWebex Meetingsデスクトップ
アプリケーションを更新する]をオンにします。

セキュリティの設定

証明書の管理

証明書とキー管理システムがあなたの施設にあるため、証明書の管理、保存、暗号化に責任が

あります。

（注）

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。
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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（305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が変更されました。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。

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
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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証明書の生成について
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

2.5 MR5以前、単一の証明書がシステム全体に使われていました。 2.5 MR5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、ユーザーは共通名 (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、ユーザーは、ワイルドカード、ローカル、ま
たは共通の URL（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。

•事前に入力済みですが、CNがドメイン全体をカバーしていないURLであった場合、変更
することができます。事前に入力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、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）の生成

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。

一部の証明機関は、キーの合意延長をサポートしていません。 Cisco Webex Meetings Serverは
この延長をサポートしていません。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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システムの証明書を選択します。

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
を継続します。

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
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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。

説明オプション

[ローカルサイト URL]証明書、[グローバルサイト
URL]証明書、または [ワイルドカード]証明書を選択
します。

通称

管理サイトと仮想マシン名ワイルドカード共通名を

選択した場合はサブジェクト名の代替名は必要ありま

せん。

サブジェクト名代替名:

このオプションは、[サブジェクト名
の代替名]を共通の名前タイプに選択
した場合にのみ表示されます。

組織名を入力します。マニュアルの構成

部署名を入力します。部

市区町村を入力します。市区町村

都道府県を入力します。都道府県

国を選択します。国

キーのサイズとして 2048を選択します。キーのサイズ

ハッシュアルゴリズムとしてSHA256を選択します。ハッシュアルゴリズム

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。

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 Server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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [設定] >セキュリティ >証明書 > CWMSシステムの証明書を選択します。

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
を継続します。

ステップ 4 [その他のオプション] > SSL証明書/秘密鍵をインポートするを選択します。

すでに証明書ファイルがインストールされている場合、システムは新しい証明書をインポート

して上書きするよう促します。

ステップ 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。
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•次の要素は、PEM暗号化された X.509形式で証明書を発行した中間証明期間の証明書で
ある必要があります。

•インフラストラクチャにいくらでも使用する中間証明書を含めることができます。ルート
証明期間の証明書は、含まない必要があります。プライベート証明機関を使用している場

合、ルート証明書がすべてのクライアントに配布されることを確認します。

すべての証明書は 1つのファイルにまとめてアップロードする必要があります。1つの証明書
をアップロードして、その後、中間証明書を追加できません。中間証明書を使用する証明機関

を使用していて、中間証明書がクライアントで配布されていない場合は、証明書のケ池国を防

ぐために中間証明書をアップロードできます。

証明書に証明書チェーンが付属する場合、中間証明書とエンドユーザー証明書を1つのファイ
ルにまとめる必要があります。順番は、中間証明書が最初で、エンドユーザー証明書が次で

す。 2つの証明書は連続していて、間にスペースはありません。

PKCS#12ファイルは、.p12拡張子を持つ必要があります。それらは、証明書と秘密鍵 (オプ
ション)のみを含む必要があります。

ステップ 6 [アップロード]を選択します。

システムは証明書が有効化どうか判定します。証明書は以下の理由により無効になる場合があ

ります。

•証明書ファイルが有効な証明書ファイルではない。

•証明書ファイルの有効期間が切れました。

•公開鍵は 2048ビット以内です。

•証明書のサーバードメインがサイト URLに一致しません。

•システムによって自動生成された秘密鍵はこの証明書との互換性がありません。

•システム中のすべてのホスト名 (DMZホスト名以外)、またはサイトおよび管理者 URLを
含むわけではありません。MDCシステムでは、グローバルサイト、ローカルサイト、管
理 URLを含む必要があります。

ステップ 7 （任意） [パスフレーズ]を入力します。

パスフレーズは、PKCS12または暗号化秘密キー（アップロードしたPEMファイルに秘密キー
が含まれる場合）の解読に必要です。

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
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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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

SSL証明書のエクスポート

Secure Socket Layer (SSL)証明書をダウンロードします。｜

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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システムの証明書を選択します。

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
を継続します。

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]を選択します。
証明書を開くか保存するオプションが表示されます。

ステップ 4 証明書ファイルを保存します。

次のタスク

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。
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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。

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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システムの証明書を選択します。

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
を継続します。

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]を選択します。
証明書を開くか保存するオプションが表示されます。

ステップ 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

この手順を使用して、CWMSから秘密鍵を取得することができます。ファイルを所有してい
ない場合は、Ciscoテクニカルアシスタンスセンターに問い合わせてください。
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手順

ステップ 1 Webexアシスタン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システムの証明書を選択します。

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
を継続します。

ステップ 3 [その他のオプション] >サポート担当者を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。

ユーザーのシステムが自己署名証明書を使用する場合、クライアント側の管理者が自己署名証

明書を使用するように管理者のシステムを構成していない限り、ユーザーはミーティングへの

参加において問題に遭遇する場合があります。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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システムの証明書を選択します。

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
を継続します。

ステップ 3 [その他のオプション] >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。
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説明オプション

自己署名入り証明書の名前を入力します。 (必須)証明書名

システムのホスト名はサイト URLです。X.509サブジェクト名

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。

組織名を入力します。マニュアルの構成

部署名を入力します。部

市町村名を入力します。市区町村

都道府県名を入力します。都道府県

国を選択します。国

ステップ 5 [証明書および秘密鍵の生成]を選択します。

メジャーアップグレード後に同じ SSL証明書を使用する必要がある場合は、証明書を取得す
るために使用される CSRで生成された秘密鍵をアップロードする必要があります。秘密鍵が
証明書ファイルの最初のブロックである必要があります。

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。

SSL証明書の復元

証明書が無効になった場合、またはシステムで災害復旧を実行した場合は、SSL証明書を復元
することができます。この手順を使用して、マルチデータセンターシステムをアップグレー

ドした後で、証明書の構成を復元することができます。 Cisco Webex Meetings Server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。

始める前に

証明書と秘密鍵 (システムで使用されている場合)のバックアップがあります。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [設定] >セキュリティ >証明書 > CWMSシステムの証明書を選択します。

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
を継続します。

ステップ 4 [その他のオプション] > SSL証明書/秘密鍵をインポートするを選択します。

すでに証明書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すると既

存の証明書を上書きすることを警告します。

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します。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ファイルの形式は次の通りです。

• (オプション)秘密鍵ファイル (csr_private_key)および証明機関 (CA)から受信した証明書を
1つのファイルに結合します。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。ファイルは暗号化または暗号化解除可能で、PKCS # 8形式で PEMエンコードされて
います。暗号化されている場合、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
証明書権限の証明書を含めないでください。サーバー証明書はファイルの最後のブロック

です。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

に配布される必要があります。

すべての証明書を 1つのファイルにまとめてアップロードします。 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
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ロードすることが推奨されます。中間証明書をアップロードすると、証明書の警告を防ぐこと

ができます。

PKCS # 12ファイルの拡張子は .p12で、証明書とオプションで秘密鍵のみを含みます。

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。

•システムにより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。続行するには、有効な証明書を選択してください。

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、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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。
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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。)

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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証明書を選択します。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 > インポート証明書を選択
します。

ステップ 3 [参照]を選択し、SMTP証明書を選択します。

ステップ 4 [アップロード]を選択します。

証明書名ファイルが展開されます。
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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

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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。

始める前に

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（234ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性がシャットダウンします。
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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。

ステップ 3 [設定] > [セキュリティ] > [証明書]を選択します。

安全な電話会議証明書セクションは、以下の2つのいずれかのメッセージを表示します。

• TLS電話会議が有効になっていないため、このシステムでは、セキュリティ保護された電
話会議の証明書が必要ありません。

•このシステムで有効な TLS電話会議には、CUCMセキュリティ保護会議証明書が必要で
す。

安全な電話会議証明書が必要な場合は、設定が必要な各 CUCMサーバーに対して証明書イン
ポートボタンが表示されます。

ステップ 4 CUCM nで [証明書のインポート]を選択します。

安全な電話会議証明書のページが表示されます。

ステップ 5 証明書の名前を入力します。

ステップ 6 [参照]を選択し、証明書ファイルを選択します。

CUCMが自己署名証明書を使用する場合、CallManager.pemファイルを使用します。
CUCMがサードパーティの証明書を使用する場合、ルート証明機関 (CA)の証明書を
使用します。ローカルのハードドライブに CUCM証明書をダウンロードすることの
詳細については、『プランニングガイド』の「CUCM証明書のダウンロード」を参照
してください。

（注）

ステップ 7 [アップロード]を選択します。

[アップロード]を選択すると、システムは証明書が有効かどうかを確認します。

証明書が有効な場合は、次の手順に進みます。証明書が有効でない場合は、アップロードでき

ません。先に進むためには有効な証明書を選択しなければなりません。

ステップ 8 [続行]を選択します。

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、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、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
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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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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

ユーザーが自動サインアウトするまでのユーザーセッションの非アクティブ状態の時間を制御

します。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >ユーザーセッションを選択します。

ステップ 3 [ユーザーセッション]セクションのフィールドに入力して、ウェブページの有効期間を設定し
ます。

説明オプション

ユーザーが自動サインアウトするまでの日数、時間（時間

と分）を設定します。

ウェブページの有効期間

デフォルト: 1時間 30分

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。

モバイルまたはWebex Meetings
のデスクトップアプリケーショ

ンの有効期限 (SSO)
デフォルト: 14日

このフィールドは、SSOが設定されている場合の
み表示されます。

（注）

ユーザーが任意の時点で開始できる (同じ種類の)ユーザー
セッションの数を構成するか、または [無制限]を選択しま
す。

同時ユーザーセッション

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。
同時管理者セッション
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説明オプション

ユーザーがサインインした IPアドレス、および失敗したサ
インインの試行回数を表示するには、このオプションを選

択します。デフォルト:選択。

重要なサインイン情報の表示

ステップ 4 [保存]を選択します。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >証明書失効の確認を選択します。

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。

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。

URL (短いリンク)からセキュアではないデータを削除する
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

•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
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•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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >短縮リンク

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
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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。

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。

（注）

始める前に

• 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（292ページ）
で説明されている方法でアップロードします。

SSOを有効にすると、ユーザーの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（258
ページ）およびユーザーの編集（137ページ）をご覧ください。

（注）

•この機能を使用するには、SSO IdP証明書が必要です。詳細については、SSO IdP証明書
をインポートする（305ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >フェデレーション SSOを選択します。
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ステップ 3 公開および秘密鍵、およびX.509証明書を生成したら、前準備の記述に従って[継続]を選択し
ます。

ステップ 4 初期化方法の選択:

• SP (サービスプロバイダ)初期化済み:ユーザーが選択したサービスプロバイダへのリンク
で、プロバイダの認証時にリダイレクトされます。その後、ユーザーは最初に要求したリ

ンクに戻ります。

• IdP (認証プロバイダ）初期化済み:ユーザーは認証プロバイダから直接ログインを開始し
ます。このページは後でサービスプロバイダのランディングページに移動されます。

ステップ 5 フィールドの入力が完了したら、[SSO設定]ページのオプションを選択します。

IdPフィールドは、IdP設定ファイルを参照してください。 [IdP証明]リンクを選択し
ます。

（注）

説明フィールド

このオプションは、サインインを開始するサー

ビスプロバイダに対して選択します。

SP (サービスプロバイダ)が初期化されました

このオプションは、AuthnRequestメッセージ
にサービスプロバイダの秘密鍵による署名が

必要な場合に選択します。

エクスポートしたSAMLメタデータ
ファイルにサイトのSSL証明書が含
まれる場合は、このオプションを選

択する必要があります。

（注）

AuthnRequestにサイン済み

認証要求を受ける IdPのSAML 2.0実装URL。

このフィールドは、[AuthnRequest
signed]が選択された場合にのみ表示
されます。

（注）

移動先

このオプションは、サインインを開始する認

証プロバイダに対して選択します。

IdP (プロバイダ識別子)が初期化されました

SSOが成功したとき、システムはこのURLに
リダイレクトします。

デフォルト:ターゲット属性

IdP初期化済みシステムの場合、URL
は必ず以下の形式で組み合わせる必

要があります。サービスログイン

URLが "?"または "&",ターゲット
ページの URLパラメータ, "=" (存在
する場合),ターゲット URL.

（注）

ターゲットページの URLパラメータ名
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説明フィールド

IdPに設定したのと同じ SP IDを入力します。
SAML2プロトコルを参照します。

SAML発行者 (SP ID)

IdPに設定したのと同じ IDを入力します。
SAML2プロトコルを参照します。

SAML (IdP ID)の発行者

IdPのSAML2に対するアサーション消費URL
を指定します。

カスタマー SSOサービスログインの URL

IdPに設定したのと同じ NameIDを選択しま
す。 NameIDは、Cisco Webexからのアサー
ションおよびシングルログアウト要求に送信

するユーザー IDです。 SAMLプロトコルを
ガイドラインとして参照してください。

メールアドレスを名前IDに使用することをお
勧めしています。このようにすることにより、

メールアドレスを基にシステムにアカウント

を設定しているエンドユーザーが簡単に SSO
を使用できるようになります。

その他の名前 IDフォーマットを使用できます
が、お勧めしません。メールアドレス以外の

形式を使用する場合は、SSOが無効のとき、
ユーザーはWebexのサイトにサインインでき
ません。

デフォルト:指定なし

NameID形式

IdPに設定する値を入力します。
AuthnContextClassRefはAuthnRequestメッセー
ジに表示される値です。

デフォルト:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

AuthnContextClassRef

SSOが成功したとき、システムはこのURLに
リダイレクトします。デフォルトページは、

通常のログインと同じ Cisco Webexミーティ
ングページです。

既定のWebexターゲットページの URL

SSOが成功したとき、システムはこのURLに
リダイレクトします。デフォルトでは、エラー

ページに通常の Cisco Webexエラーページを
使用します。

カスタマー SSOエラーの URL
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説明フィールド

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。

IdP初期化済み SLOはこのバージョ
ンではサポートされていません。

（注）

シングルログアウト

IdPのSAML2に対するアサーション消費URL
を入力します。

カスタマー SSOサービスログアウトの URL

このオプションが表示された場合に

のみシングルログアウトを選択。

（注）

Cisco Webexアカウントがないユーザーはサイ
ンインできません。このオプションを選択す

ると、サインインしようとした場合に新しい

ユーザーに対するアカウントが自動生成され

ます。

アカウント自動作成

このオプションを使用すると、SAML2アサー
ションの "updateTimeStamp"に Cisco Webexの
現データより新しいユーザー情報が存在する

場合にユーザー情報が更新されます。

アカウントの自動更新

このオプションを選択して、ドメインサフィッ

クスのないユーザーを認証します。アクティ

ブディレクトリ UPNのための UIDドメイン
サフィックスの削除オプションは、以下の場

合に機能します。

• NameIdフォーマットがメールであり、
UIDフォーマットがX509サブジェクト名
またはユーザープリンシパル名（UPN）
である場合。

• NameIdフォーマットが X509サブジェク
ト名または UPNである場合。

Active Directory UPNのUIDドメインサフィッ
クスを削除する
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説明フィールド

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。

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。

（注）

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。

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。

認証済みのメールドメイン

ステップ 6 [SSOを有効にする]を選択します。

[SSO設定のレビュー]ページが表示されます。設定を見直してから、[保存]を選択します。

SSOを無効にする

始める前に

SSOを無効にすると、ユーザーが会社の入力情報で再委員できなくなります。ユーザーにSSO
を無効にすること、および Cisco Webexの入力情報でまだサインインできることを知らせてく
ださい。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > [Federated 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。
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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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

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、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、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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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上で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 7以降で稼働していることを確認します。

•実際に使用されているブラウザーにかかわらず、すべてのWindowsコンピューターを
Microsoft Internet Explorer 11にアップデートします。 Internet Explorer、Mozilla Firefox、ま
たは Google Chrome。すべてのコンピューターで Internet Explorer 11が必要です。 FIPS対
応クライアント (Cisco Webex Meetings、Webex Meetingsデスクトップアプリケーション、
Webex録画プレーヤー)は、Internet Explorer 11でのみ利用できる FIPS対応システムライ
ブラリを使用します。

•すべてのコンピューターで [インターネット設定]を構成し、TLS暗号化を使用するように
します。 [コントロールパネル] >インターネットオプション >詳細 >セキュリティ >TLS
1.2を使用しを選択します。

これらの手順はゲストの出席者に適用されます (例えば、会社に勤務していない人)。ゲストが
これらの手順を完了しないと、互換性の問題が発生します。ミーティングの招待にこれらの手
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順を含めることをお勧めします。管理サイトで次のように選択し、適切なミーティング招待状

を編集することで可能です。 [設定] >メール >テンプレート。を選択します。

FIPS対応暗号化を有効にする

この機能を使用して米国連邦情報処理規格（FIPS）準拠の暗号化を設定します。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [セキュリティ] >設定 >仮想マシンを選択します。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。
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FIPS対応暗号化を無効にする

この機能は、システムで米国連邦情報処理規格（FIPS）準拠の暗号化システムを無効にする際
に使用します。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）
を参照してください。

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ールオーバーします。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（107ページ）を参照してください。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、会議機能性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。

ステップ 3 [セキュリティ] >設定 >仮想マシンを選択します。

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、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、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。

メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

セキュリティサインイン警告メッセージのアップロード

ユーザーがサイトにサインインする前にセキュリティメッセージを読み、合意を承認する必要

がある安全なサイトでは、警告メッセージを含むファイルをアップロードします。
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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（322ページ）
に移動します。

始める前に

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >サインインの警告を選択します。

ステップ 3 [参照]、およびアップロードするテキストファイルを選択します。

ステップ 4 [アップロード]を選択します。

ファイルがアップロードされ、サインインページにすぐ表示されます。

アプリケーション監査ログの構成

システム変更に関する監査情報をシステムに保存する必要がある場合、 [アプリケーション監
査ログ]設定を構成します。

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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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を選択します。

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。
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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。

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。
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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。

（注）

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。

次のタスク

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（93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では、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。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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 >サインインの警告を選択します。

ステップ 3 メッセージを閲覧し、[アップロード]を選択するか、[メッセージを削除]を選択します。
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メッセージがシステムに追加され、サインインページで表示されます。または、ファイルがシ

ステムから削除され、サインインページに表示されません。
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第 16 章

レポートの管理

•月次レポートをダウンロードする（325ページ）
•月次レポートについて（325ページ）
•カスタマイズした詳細レポートの生成（328ページ）
•カスタム詳細レポートについて（328ページ）

月次レポートをダウンロードする

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。

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。

月次レポートについて
リアルタイムのミーティグ状態は、[ダッシュボード]をご覧ください。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（97ページ）を参照してください。
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要約レポート

システムサマリレポート

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６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。

•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。

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（188ページ）を参照してください。

（注）

•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。）

•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。
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ダウンタイムの増加は、使用量の増加が反映される場合がありま

す。そのため、ダウンタイムの統計を、他のレポートに表示され

る使用状況統計と比較してください。

（注）

ミーティング概要レポート

ミーティング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１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。

•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。

このレポートで参加者の電話番号を表示するには、[設定] > [音声] >グローバル設定 >コール
インユーザーの電話番号を参加者レポートに表示するを選択します。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。
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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

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] >レポートをカスタマイズを選択します。

ステップ 3 表示したいレポートの日付範囲を選択したら、[送信]を選択します。

デフォルトは現在の月です。日付範囲は最大6か月まで拡張できます。

カスタマイズしたレポートの日付を表示する送信済みのカスタマイズレポート要求ページが表

示されます。 CSV形式のカスタマイズされたレポートへのリンクを明記したメールが送信さ
れます。

ステップ 4 [完了]を選択します。

カスタム詳細レポートについて
カスタム詳細レポートを生成すると、以下のレポートのアーカイブ（CSVフォーマット）を含
むメールを受信します。

•不正操作レポート -このレポートはパーソナル会議ミーティングを開始または参加する際
に、発信者がホストまたは参加者のアクセスコード、またはホストPINを 3回間違えた場
合に、失敗した電話通信アクセスを表示します。

•発信されたアクセス番号 -パーソナル会議ミーティングを開始または参加するために
ダイアルした Cisco Webexコールイン番号。

•発信番号 -発信するために使う電話番号

•発信開始時間 -発信した日時

•第 1アクセスコード -発信者が入力した最初の不正なアクセスコード

•第 1アクセスコード所有者のメール (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。
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•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アクセスコード所有者のメール (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アクセスコード所有者のメール (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。

ゲストまたは主催者が 2回ミーティングに参加する場合、システ
ムはゲストの重複した参加を、参加者カウントに追加しますが、

主催者の場合は 1回の参加としてカウントします。

（注）

•各ミーティングのステータス

•コールイン音声通話分数

•コールバック音声通話分数

• VoIP時間 (分)

•ビデオ時間 (分)

•録画時間 (分)

•録画間隔 -ミーティング中に作成された各録画の開始時間と停止時間。
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•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/ブラウザー -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ーとオペレーティングシステムのバージョ

ン。

•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。

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（188ページ）を参照してください。

（注）

•参加者レポート -ミーティングの履歴、各ミーティングの開始時間、およびを各ミーティ
ングに適用されるトラッキングコードを表示します。
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•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/ブラウザー -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ーのバージョン。

•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。

•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
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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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第 17 章

ライセンスの管理

•システムライセンス（333ページ）
•主催者ライセンス（333ページ）
•スマートライセンス管理（335ページ）

システムライセンス
単一のデータセンターにシステムライセンスは必要ありません。 Cisco Webex Meetings Server
は、主催者ライセンスを無制限に利用できる 90日の評価モードを提供します。評価期間が終
了する前に、ライセンスを購入して登録する必要があります。

基本展開モデルは、ミクロ (50)、小 (250)、中 (800)、および大規模 (2000)です。システム容量
を 2000から最大 4000ポートの大規模な展開に拡張することができます。拡張されたシステム
展開の容量を、2000ポートベースの大規模展開に引き下げることができます。拡張容量機能
を利用するにはライセンスが必要です。

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。データセンターに参加する
前に、システムサイズに対してMDCライセンスを購入する必要があります。プライマリデー
タセンターはMDCライセンスをホストし、通常はライセンスマネージャを実行します。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、まず適切なバージョンおよびサイ
ズのライセンスを購入する必要があります。

主催者ライセンス
Cisco Webex Meetings Serverは、ミーティングを主催する各ユーザー、または手動でライセン
スを割り当てられた各ユーザーごとに主催者ライセンスを消費します。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。スマートライセンスを使用しても、まだ購入していない追加の主催者ライ

センスの使用を防止することはできません Ciscoスマートソフトウェアマネージャに登録さ
れている場合は、購入したライセンス数を超過することができます。追加のライセンスをすぐ

に使用して、後で購入することができます。
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以前のバージョンからアップグレードするとき、元のシステムからのすべてのライセンス割り

当てが保持されます。データセンターに参加してマルチデータセンター (MDC)システムを作
成するとき、MDCシステムに参加しているデータセンター上で主催者ライセンスがリリース
されます。

（注）

主催者ライセンスのタイプ

•永久主催者ライセンス—ユーザーがミーティングを開催できるように購入するインストー
ル済み主催者ライセンス。システムはユーザーが最初にミーティングの開催するときに、

主催者ライセンスをユーザーに割り当てます。また、主催者ライセンスをユーザーに手動

で割り当てることもできます。

永久主催者ライセンスは、ライセンスのユーザーが非アクティブ化されている場合にの

み、他の主催者が使用するためにリリースされます。

•デモ/トライアルホストライセンス— Cisco Webex Meeting Server評価期間中にシステムが
ユーザーに自動的に割り当てる一時的な主催者ライセンス。

役割とライセンスの使用状況

•参加者—ミーティングに出席しているが、ミーティングを主催していない個人。主催者が
参加者をプレゼンターに指名する場合を除き、参加者は主催者の機能を操作することがで

きません。ミーティング参加者は、主催者ライセンスを消費しません。参加者は主催者

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—ミーティングの主催者としてミーティングをスケジュールしたり出
席したりすることができる個人。ミーティング主催者は、プレゼンターを指名したり、他

の参加者をミュートしたりするなど、選択した機能をコントロールすることができます。

ミーティングの主催者はライセンスを消費し、ユーザーが非アクティブ化されるまでは主

催者ライセンスを保持します。

•代理主催者 -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個人。ミーティ
ングをスケジュールするユーザーは、ミーティングのスケジュール時に代理主催者を指定

します。ミーティング主催者が出席しない場合、代理主催者はミーティング主催者とほぼ

同じ機能をコントロールできます。

代理主催者とミーティング主催者の両者がミーティングに出席する場合、代理主催者のス

テータスはライセンスの観点(から参加者になります。主催者がミーティングに出席しな
い場合、代理主催者は主催者ライセンスを消費します。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。
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出席者のみのアカウント所有者はミーティングを主催することは

できず、代理主催者に指名することはできません。

（注）

重複したミーティング -同じ主催者により同じ時間に予定されている 2つ以上のミーティン
グ。ユーザーは最大 2つの同時ミーティングを、1つのライセンスのみを使用して主催できま
す。ユーザーは、同時に 2つ以上のミーティングを主催することはできません。

スマートライセンス管理

スマートソフトウェアライセンス

Ciscoスマートソフトウェアライセンスはライセンスプールを使用します。これにより、製
品アクティベーションキー (Pak)およびライセンスファイルを管理する必要がなくなります。
スマートライセンスはデバイスに対してノードロックされていません。会社が所有する互換

性のあるデバイスであれば、スマートライセンスを使用することができます。スマートソフ

トウェアライセンスにより、すべてのソフトウェア、サービス、デバイスを1つの使いやすい
ポータルサイトで表示することができます。

スマートソフトウェアライセンスはすべての Ciscoライセンスタイプにメリットをもたらし
ます。 Ciscoソフトウェアセントラル (CSC)のすべてのライセンスポータルにアクセスする
ことができます。 https://software.cisco.com/を選択します。

•スマートライセンス— Ciscoスマートソフトウェアマネージャ (CSSM)を使用して、ス
マートライセンスを簡単にアクティベートして管理します。

•エンタープライズ契約 (EA):—お使いの EAライセンスを企業全体で確認できるようにし
て、スマートアカウントの自動ライセンスフルフィルメントを有効にします。 EA
Workspaceポータルを使用して、EAライセンスを管理します。

•従来の PAKパックベースライセンス—スマートアカウントの PAKライセンスと権利を
企業全体に可視化します。ライセンス登録ポータル (LRP)を使用して、従来のライセンス
を管理します。

トレーニングは以下から入手できます。 https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/
software-on-demand-training-resources-for-customers/ta-p/3639797を選択します。

Ciscoスマートアカウントと仮想アカウント

Ciscoスマートアカウントは、組織全体に、ソフトウェアの利用資格とユーザーを管理するた
めの簡単に使用できる一元管理されたソリューションを提供します。Ciscoスマートアカウン
トを使用して、以下のタイプの情報に簡単にアクセスできます。

•ライセンス情報
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•注文情報

•使用情報

詳細と開始については、次にアクセスしてください。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/
software/smart-accounts.htmlを選択します。

スマートアカウントの役割の詳細については、次を参照してください。スマートアカウント

の役割の概要。

スマートアカウントを作成したら、スマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフト

ウェアマネージャサテライトを使用して、仮想アカウントを作成することができます。仮想

アカウントは、ライセンスと論理的なエンティティに構成された製品インスタンスの集合体で

す。ライセンスは、ビジネスユニット、製品の種類、ITグループ、または組織にとって意味
のあるもので整理することができます。たとえば、会社が複数の地域にまたがる場合、各地域

に対して仮想アカウントを作成できます。仮想アカウントの作成方法についての詳細、次を参

照してください。スマートアカウントに仮想アカウントを追加するには。

すべての新しいライセンスと製品インスタンスを仮想アカウントに追加します。既存のライセ

ンスまたは製品インスタンスを1つの仮想アカウントから別の仮想アカウントに転送すること
ができます。

スマートソフトウェアマネージャサテライトに関連付けられている仮想アカウントには、以

下の点が適用されます。

•これらの仮想アカウントの登録トークンを作成するには、Ciscoスマートソフトウェアマ
ネージャサテライトを使用する必要があります。サテライト仮想アカウント名の横に、

サテライトアイコンが表示されます。

•仮想アカウントをサテライトに追加できますが、削除はできません。サテライトを削除す
る場合、これらの仮想アカウントとの関連付けが解除されます。

•サテライトに関連付けられている仮想アカウントを既定の仮想アカウントとして指定する
ことはできません。

（注）

製品インスタンス

製品インスタンスは個別の製品またはデバイスで、固有のデバイス ID (UDI)があります。製
品インスタンス登録トークンを使用して、製品インスタンスを登録します。1つの登録トーク
ンを持つ製品で複数のインスタンスを登録することができます。各製品インスタンスでは、同

じ仮想アカウントに存在する 1つまたは複数のライセンスを有することができます。

製品インスタンスは更新期間中にCiscoスマートソフトウェアマネージャ (CSSM)サーバーに
定期的に接続する必要があります。

製品インスタンスを削除する場合、関連付けられているライセンスを解放して、仮想アカウン

ト内で利用可能にします。
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製品インスタンスの登録トークン

製品を登録するまで、製品には登録トークンが必要です。Ciscoスマートソフトウェアマネー
ジャ (CSSM)は、あなたの登録トークンをスマートアカウントに保存します。製品を登録し
た後、登録トークンは必要なくなります。テーブルから取り消しおよび削除できます。登録

トークンは 1～ 365日有効です。

登録トークンの一覧は、CSSMの [製品インスタンス登録トークンテーブル]で確認できます。

エクスポート制御機能が有効になっているかどうかに関係なく、登録トークンを生成すること

ができます。

サテライトに属する仮想アカウントのトークンを作成することはできません。これらの仮想ア

カウントの登録トークンを作成するには、Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライ
トを使用します。

重要

Ciscoスマートソフトウェアマネージャ

Ciscoスマートソフトウェアマネージャ (CSSM)を使用すると、1つの一元管理されたWebサ
イトからすべてのCiscoスマートソフトウェアライセンスを管理することができます。CSSM
を使用して以下のタスクを実行します。

•仮想アカウントを作成、管理、および表示します。

•製品インスタンス登録トークンを作成および管理します。

•仮想アカウント間でライセンスを表示して転送します。

•製品インスタンスを表示、転送、または削除します。

•仮想アカウントのレポートを実行します。

•通知メールの設定を変更しました。

•全体のアカウント情報を表示します。

Ciscoスマートソフトウェアマネージャの [ヘルプ]には、これらのタスクを実行するための手
順が記載されています。

（注）

Ciscoスマートソフトウェアマネージャでは次のWebブラウザーがサポートされています。

• Chrome 36.0以降のバージョン

• Firefox 30.0以降のバージョン

• Safari 5.1.7

• Internet Explorer 10.0以降のバージョン
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お使いのブラウザーで Javaが有効になっていることを確認します。注目

Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライト

Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライトは、Ciscoスマートソフトウェアマネー
ジャ (CSSM)と連携して動作する Ciscoスマートライセンスのコンポーネントです。 Ciscoス
マートソフトウェアマネージャサテライトは、スマートライセンスのローカルデータコレ

クターとして機能します。

スマートソフトウェアマネージャサテライトは、ネットワーク外の接続を制限する必要があ

る顧客に理想的です。サテライトソフトウェアをダウンロードし、オンプレミスにインストー

ルして、CSSM機能のサブセットを提供します。 CSSMにサテライトアプリケーションを登
録した後で、ローカルで次の機能を実行することができます。

•ライセンスをアクティベートするか、登録してください。

•ライセンスを表示します。

•仮想アカウント間でライセンスまたは製品インスタンスを転送します。

定期的に、CSSMと同期してライセンスの利用資格を更新する必要があります。

展開のオプション

スマートライセンスを使用すると、スマートアカウントによりすべてのライセンス情報が収

集され、保存されます。この情報にアクセスするには、Ciscoソフトウェアセントラル (CSC)
で Ciscoスマートソフトウェアマネージャ (CSSM)ポータルを使用します。 1つの展開オプ
ション (直接、仲介、またはオフライン)を選択するか、または [混在]オプションを選択して
最適な操作性とセキュリティを提供します。

図 1 :セキュリティ要件を満たすための展開オプションを選択します。

以下の展開モデルをサポートしています。
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•ダイレクトクラウドアクセス-Cisco Webex Meeting Serverはインターネット経由でライセ
ンスの使用情報を直接送信します。

ダイレクトクラウドアクセスでは、他のコンポーネントや構成を必要としません。

• HTTPプロキシ経由のダイレクトクラウドアクセス: Cisco Webex Meeting Serverは、HTTP
プロキシサーバーのインターネットを経由してライセンス使用情報を送信します。例え

ば、次のようなプロキシのいずれかに使用します。

•スマートコールホームトランスポートゲートウェイ (無料の VMダウンロードとし
て利用可能)

• (Apacheなど)既製のプロキシ

•オンプレミスライセンスサーバーを経由した仲介アクセス-Cisco Webex Meetings Server
は、ライセンス使用情報をローカルのCiscoスマートソフトウェアマネージャ (CSSM)サ
テライトに送信します。CSSMサテライトは、使用状況の情報と機能をローカルのライセ
ンス認証局として収集します。CSSMサテライトは、次の 2つのモードのいずれかで機能
します。

•自動-定期的に CSSMサテライトが CSSMと情報を交換して、データベースの同期を
保ちます。

•手動—1か月に1回、CSSMを使用して判読可能な情報を手動で交換して、データベー
スの同期を保ちます。

•予約ライセンスをもっている状態のオフライン— Cisco Webex Meeting Serverは、CSSMま
たはCSSMサテライトにライセンス使用情報を送信する代わりに、予約ライセンスを使用
します。すべてのライセンス変更を手動で処理する必要があります。これには、return
material authorizations (RMA)が含まれます。

予約ライセンスでは、他のコンポーネントや構成を必要としません。

高度にセキュリティ保護された環境のオフラインオプションを設

計しました。 30台以上のCiscoデバイスを持つ展開では、接続を
解除されたCSSMサテライトオプションを使用することをお勧め
します。

（注）

前提条件

•スマートアカウントを作成します。

• Ciscoスマートライセンス契約に同意するか、または権限を持つユーザーに契約書を承認
するように依頼してください。

• Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライトをセットアップします (展開に必要な
場合)。
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• 1つ以上の仮想アカウントをスマートアカウントに追加します。

ライセンス登録

スマートライセンスは、予約されていないか、特定の製品インスタンスに関連付けられていま

せん。

トランスポート設定の構成

この手順を実行して、スマートソフトウェアマネージャへの接続を構成します。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [スマートソフトウェアコールホームトランスポート設定の編集]をクリックします。

ステップ 4 展開のオプションを選択し、必要な情報を入力します。

•直接-ダイレクトクラウドアクセスを選択します。

Ciscoスマートソフトウェアマネージャの URLを入力します。

•トランスポートゲートウェイ—オンプレミスライセンスサーバーを通して仲介アクセス
を選択します。 (Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライト)

Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライトの URLを入力します。

• HTTP/HTTPSプロキシ— HTTPSプロキシを介したダイレクトクラウドアクセスを選択
します。

プロキシサーバーのURLを入力し、ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルト
ポートは 3128です。デフォルトのポートを変更する場合、プロキシのドキュメントを参
照してください。

ステップ 5 [保存]をクリックします。

製品インスタンス登録トークンの取得

始める前に

トランスポート設定の構成（340ページ）
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手順

ステップ 1 Ciscoスマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライト
にサインインして、[インベントリ]をクリックします。

ステップ 2 [仮想アカウント]メニューから、仮想アカウントを選択します。

ステップ 3 [全般]タブを選択し、[新しいトークン]をクリックします。

ステップ 4 [Webex証明書の管理]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

•説明—トークンを識別するための説明を指定します。

•有効期限—トークンの有効期間を指定します。最大 365日間。

•最大.ユーザー数—システムサイズによってサポートされている最大数のユーザー数を指
定します。

ステップ 5 [このトークンに登録されている製品のエクスポート管理機能を使用可能にする]チェックボッ
クスにチェックを入れます。

ステップ 6 チェックボックスにチェックを入れて、契約条件に同意したことを示します。

ステップ 7 [トークンの作成]をクリックします。

ステップ 8 [製品登録トークン]のリストに表示されている新しいトークンをクリックします。

ステップ 9 製品インスタンス登録トークンをコピーします。

オプションで、製品インスタンス登録トークンをファイルに貼り付け、後で使用するために保

存することができます。

次のタスク

ライセンスの登録（341ページ）

ライセンスの登録

始める前に

製品インスタンス登録トークンを取得します。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 製品インスタンス登録トークンをテキストボックスに貼り付け、[登録]をクリックします。
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登録の更新

登録期間は 1年で、登録は 6か月ごとに自動的に更新されます。ただし、問題が発生した場合
は、手動で登録を更新することができます。これは登録トークン IDの期限とは異なり、登録
トークンがアクティブになるまでの制限時間です。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 登録ステータスの隣にある [表示/編集]をクリックします。

ステップ 4 [登録を今すぐ更新]をクリックします。

認証の更新

ライセンス認証は、30日ごとに自動的に更新されます。認証ステータスは、Ciscoスマート
ソフトウェアマネージャまたは Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライトに接続さ
れていなくても、90日後に終了します。

Ciscoスマートソフトウェアマネージャサテライトは、認証を行うために Ciscoスマートソ
フトウェアマネージャにインターネット接続されている必要があります。そうでない場合は、

手動で認証を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [登録ステータス]の隣にある [表示/編集]をクリックします。

ステップ 4 [認証を今すぐ更新]をクリックします。

再登録

製品インスタンスのライセンス数を増減する必要がある場合は、スマートライセンスマネー

ジャーソフトウェアに変更を加えてから再登録することができます。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 スマートライセンスのセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 登録ステータスの隣にある [表示/編集]をクリックします。
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ステップ 4 [登録]をクリックします。

ステップ 5 スマートソフトウェアマネージャから新しい製品インスタンス登録トークンを取得します。

ステップ 6 Webex管理で、新しい製品インスタンスの登録トークンをテキストボックスに貼り付けます。

ステップ 7 (オプション) [スマートソフトウェアマネージャ製品インスタンスの上書き]をチェックしま
す。

この手順をスキップした場合、システムは既存の製品インスタンスを確認します。製品インス

タンスが存在する場合、システムはエラーメッセージを返し、[スマートソフトウェアマネー
ジャの製品のインスタンス]を自動的にチェックします。

ステップ 8 [再登録]をクリックします。

登録解除

登録解除してすべてのライセンスをリリースし、他の製品インスタンスで使用できるようにし

ます。評価期間が終了していない限り、Cisco Webex Meetings Serverは評価モードに戻ります。
評価期間が終了した場合、利用できるシステム機能はライセンスを登録することだけです。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 登録ステータスの隣にある [表示/編集]をクリックします。

ステップ 4 登録解除をクリックします。

ステップ 5 ダイアログボックスで、[はい]をクリックします。

ライセンスの予約

特定のライセンス予約 (SLR)は、高度にセキュリティ保護されたネットワーク向けに設計され
ています。 SLRを使用すると、特定の製品インスタンスで使用するためにライセンスを予約
することができます。これには、使用情報を Ciscoに直接伝えておく必要はありません。

予約ライセンスは通常、スマートライセンスのほとんどのメリットを持つ従来の PAKライセ
ンスに類似する機能を提供します。

新規インストール後の評価期間中、またはアップグレード後に、システムは無制限に主催者ラ

イセンスを許可します。ライセンスを購入してスマートライセンスマネージャに登録した後、

ミーティングを主催する各ユーザーに対して十分なライセンスを持っている必要があります。

主催者ライセンスの割り当てが購入したライセンス数を超える場合、システムは利用可能なラ

イセンス数を超過した、最近割り当てられた主催者ライセンスを削除します。
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予約要求コードを取得する

特定のライセンス予約は、ネットワーク外の接続を確立する必要がない、最高のセキュリティ

要件を持つ顧客にのみ適用されます。

始める前に

スマートライセンスは、特定のライセンス予約に対して承認される必要があります。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [ここをクリック]をクリックします。

ステップ 4 コードをコピーして、[OK]をクリックします。

ファイルにコードを保存することができます。

次のタスク

予約認証コードファイルを取得する（344ページ）

予約認証コードファイルを取得する

手順

ステップ 1 Ciscoスマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライト
にサインインして、[インベントリ]をクリックします。

ステップ 2 [仮想アカウント]メニューから、仮想アカウントを選択します。

ステップ 3 [ライセンス ]タブをクリックし、[履歴の消去]をクリックします。

ステップ 4 [ライセンスの予約]ダイアログボックスで、予約要求コードを貼り付けて、[次へ]をクリック
します。

ステップ 5 [特定のライセンスを予約する]をチェックします。

ステップ 6 予約する各ライセンスに対して予約する数量を入力し、[次へ]をクリックします。

指定したライセンス数は、利用可能なライセンス数を超えることはできません。

ステップ 7 [認証コードの生成]をクリックします。

ステップ 8 [ファイルのダウンロード]をクリックし、[ファイルを保存]をクリックして、予約認証コード
ファイルを [ダウンロード]フォルダに保存します。
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ライセンスの予約を完了するには、このファイルが必要です。

次のタスク

予約ライセンスを登録する（345ページ）

予約ライセンスを登録する

始める前に

予約認証コードファイルを取得し、Webex管理者がアクセスできるようにします。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [ここをクリック]をクリックします。

ステップ 4 [参照]をクリックして、予約認証コードファイルに移動します。

ステップ 5 ファイルを選択して、[開く]をクリックします。

ステップ 6 [認証コードのインストール]をクリックします。

予約ライセンスを変更する

この手順は、製品インスタンスの予約済みライセンス数を変更 (増加または減少)するための最
初の手順です。

手順

ステップ 1 スマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライトにサイ
ンインして、[インベントリ]をクリックします。

ステップ 2 [仮想アカウント]メニューから、仮想アカウントを選択します。

ステップ 3 [製品インスタンス]タブを選択し、製品インスタンスを検索します。

ステップ 4 [アクション]メニュー (製品インスタンス用)から、[予約ライセンスの更新]を選択します。

ステップ 5 [特定のライセンスの更新]をチェックします。

ステップ 6 変更する各ライセンスに対して、新しい予約数量を入力します。

入力したライセンス数は、利用可能なライセンス数を超えることはできません。

ステップ 7 [次へ]をクリックします。

ステップ 8 更新された数を確認し、[認証コードの生成]をクリックします。
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ステップ 9 [ファイルのダウンロード]をクリックし、ファイルを保存します。

スマートソフトウェアマネージャにより、ファイルが [ダウンロード]フォルダーに保存され
ます。

次のタスク

予約ライセンスを更新する（346ページ）

予約ライセンスを更新する

スマートソフトウェアマネージャで変更を行った後で、この手順を使用して予約済みライセ

ンスの更新を完了します。

始める前に

ライセンス数を変更し、予約認証コードファイルを取得してください。Webex管理にアクセ
スできるようにします。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [ライセンスの変更]をクリックします。

ステップ 4 [参照]をクリックして、予約認証コードファイルに移動します。

ステップ 5 予約認証コードファイルを選択し、[開く]をクリックします。

ステップ 6 [アップデート]をクリックします。

ステップ 7 確認コードをコピーします。

確認コードはファイルに保存することができます。

次のタスク

確認コードの入力（346ページ）

確認コードの入力

予約ライセンスを変更して更新すると、システムは確認コードを生成します。このコードをス

マートソフトウェアマネージャに入力して、プロセスを完了します。

始める前に

Webex管理から確認コードを取得します。
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手順

ステップ 1 スマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライトの [ラ
イセンス予約の更新]ウィンドウで、[確認コードの入力]をクリックします。

[ライセンス予約の更新]ウィンドウを閉じて、スマートソフトウェアマネージャからサイン
アウトした場合:

a) スマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライトに

サインインして、[インベントリ]をクリックします。
b) [仮想アカウント]メニューから、仮想アカウントを選択します。
c) [製品インスタンス]タブを選択し、製品インスタンスを検索します。
d) [アクション]メニュー (製品インスタンス用)から、[確認コードの入力]を選択します。

ステップ 2 確認コードを [入力確認コード]ダイアログボックスに貼り付け、[OK]をクリックします。

予約リターンコードの作成

予約リターンコードの作成は、すべての予約済みライセンスをリターンする最初の手順です。

このコードを作成した後で、ライセンスを変更することはできません。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [登録ステータス]の隣にある [表示/編集]をクリックします。

ステップ 4 [予約リターンコード]セクションで、[作成]をクリックします。

ステップ 5 続行するには、確認ダイアログメッセージボックスで [はい]をクリックします。

ステップ 6 コードをコピーします。

ファイルにコードを保存することができます。

次のタスク

製品インスタンスの削除（348ページ）
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製品インスタンスの削除

手順

ステップ 1 スマートソフトウェアマネージャまたはスマートソフトウェアマネージャサテライトにサイ
ンインして、[インベントリ]をクリックします。

ステップ 2 [仮想アカウント]メニューから、仮想アカウントを選択します。

ステップ 3 [製品インスタンス]タブを選択し、製品インスタンスを検索します。

ステップ 4 [アクション]メニュー (製品インスタンス用)から、[削除]を選択します。

ステップ 5 予約リターンコードをダイアログボックスに貼り付け、[製品インスタンスの削除]をクリッ
クします。

次のタスク

予約ライセンスのリターン（348ページ）

予約ライセンスのリターン

この手順を使用して、予約されたライセンスのリターンを完了します。

手順

ステップ 1 Webex管理にサインインし、[システム]をクリックします。

ステップ 2 [スマートライセンス]のセクションで、[詳細の表示]を選択します。

ステップ 3 [登録ステータス]の隣にある [表示/編集]をクリックします。

ステップ 4 [予約済みライセンスのリターン]をクリックします。
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第 18 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（349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（351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（354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（356ページ）
•マルチデータセンター環境での災害復旧（359ページ）
•データセンターの削除（360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)機能により、2つの CWMSシステムを結合して単一のMDCシ
ステムを作成することができます。MDCシステムの各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。

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。

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。
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•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。

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。

（注）

MDCシステムへのユーザーデータが無い、新しく作成されたセカンダリ CWMSシステムの
データセンターを結合する場合、データセンター参加リクエストを受信するようにMDCシス
テムを準備（354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（
351ページ）に続きます。

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

Cisco Webex Meetings Serverリリース 4.0の管理ガイド:
350

Cisco Webex Meetings Server構成

マルチデータセンターについて

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-release-notes-list.html


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

CWMSデータセンターに参加するには、RSAの自己署名証明書を使用する必要があります。
参加を開始する前に、両方のデータセンターから認証局 (CA)証明書を削除してください。

重要

稼働中のセカンダリ CWMSシステムデータセンターをユーザーに結合するとき、マルチデー
タセンター (MDC)に結合されるときに失われるユーザーデータを取得、またはこれによって
構成されます。単一データセンター環境では、1つの CWMSデータセンターがユーザーコ
ミュニティにサービスを提供します。MDCシステムを希望する場合、通常は新しい CWMS
データセンターが作成され、そのデータセンターが稼働する前に、MDCシステムに結合され
ます。そのため、ユーザー情報、ライセンス、または、結合中に何がセカンダリデータセン

ターになるかに関して保存する構成情報がありません。ただし、2つのアクティブデータセン
ターに結合している場合、ユーザーのコンテンツは上書きされるか、またはアクセスできませ

ん。

•すべてのグローバルデータが上書きされます。(データセンターのローカルな構成パラメー
タは保存されます。)

•セカンダリデータセンター上のユーザー情報、スケジュールされたミーティング、レポー
ト、および関連する電子メールは削除されます。
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•ミーティングの録画にユーザーがアクセスすることはできません。録画は NAS上で残り
ますが、ユーザーがアクセスしたり復元したりできません。 (MDCシステムを結合する前
に録画を保存（353ページ）を参照。)

•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、参加後に保持されます。

• 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（354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

•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。

•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。
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MDCシステムを結合する前に録画を保存

[NFS:/nbr]ディレクトリの下には [Recording]、[nfskeepalive]、[Snapshot]ディレクトリがあり
ます。ファイルをアーカイブするには、NFS1:/nbr/1/*を NFS2:/nbr/1にコピーします。

この手順は一例です。システムによってプロセスは異なる場合があります。（注）

ステップの例として、NFSが DC1にあり、 sanjose-nfs:/cisco/cwmsという名前で、NFSが
DC2にあり、rtp-nfs:/cisco/cwmsという名前であることを想定します。

始める前に

• 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。

手順

ステップ 1 cd/tmp

ステップ 2 DC1のNFSをマウントするのに使用する新しい一時ディレクトリ、mkdir nfs-dc1を作成しま

す。

ステップ 3 DC2のNFSをマウントするのに使用する新しい一時ディレクトリ、mkdir nfs-dc2を作成しま

す。

ステップ 4 DC1 NFSを /tmp/nfs-dc1にマウント: mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

ステップ 5 DC2NFSを /tmp/nfs-dc2にマウント: mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/

ステップ 6 録画の同期 : rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2

ステップ 7 DC1 NFSのマウント解除: umount nfs-dc1

ステップ 8 DC2 NFSのマウント解除: umount nfs-dc2

ステップ 9 DC1 NFS一時マウントディレクトリ : rm -r nfs-dc1

ステップ 10 DC2 NFS一時マウントディレクトリ : rm -r nfs-dc2
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データセンター参加リクエストを受信するようにMDCシ
ステムを準備

データセンターは単一のシステムとして結合および管理できます。この手順は、セカンダリ

データセンターから結合要求を受信するように、すでにシステムにサービスを提供しているプ

ライマリデータセンターを準備する方法を説明します。

始める前に

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. 両方のデータセンターから認証局 (CA)証明書を削除します。 CWMSデータセンターに
参加するには、RSAの自己署名証明書を使用する必要があります。

2. 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。

3. 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。）

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。)

8. 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。

9. 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。

10. 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
（50ページ）を参照。)
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11. 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。

12. 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。

13. 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、[参加]を実行する
際に、1つの IPアドレスにのみ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。

14. 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。

手順

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（351ページ）を参照してください。

セカンダリデータセンター上のユーザーデータ、スケジュールされたミーティング、ミーティ

ング録画へのアクセスは、結合の結果失われます。結合リクエストをセカンダリデータセン

ターから送信する前に、ユーザーに対し、ミーティング録画を保存したいかどうか、および、

録画をローカル PCにダウンロードする必要がある旨の通知を送信することを推奨します。

ステップ 2 [データセンター] >データセンターを追加 >参加のためにシステムを準備する

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。
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プライマリデータセンターからの証明書は、結合前にセカンダリデータセンターにアップグ

レードする必要があります。証明書はシステムによって修正されるため、結合を実行するため

に、古い証明書を再使用しようとしないことを推奨します。

Safariを使用する際、ダウンロードした証明書は CAcert.pem.txtとして保存されま

す。これは Safariブラウザのデフォルト動作です。 .pem拡張子を復元するには (証明
書をアップロードする前)、.txt文字列を削除します。

（注）

ステップ 5 [完了]を選択します。

ステップ 6 セカンダリデータセンターにサインインし、そのデータセンターから結合リクエストを送信し
ます。手順については、「データセンターをマルチデータセンターシステムに統合（356ペー
ジ）」を参照してください。

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。

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（292ページ）を参照。)

（注）
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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] >データセンターを追加状態を確認してください。

（注）

始める前に

Network Time Protocol (NTP)は以下のように構成する必要があります。

• NTPはすべてのデータセンターに必要で、すべてのデータセンターは同一の NTPタイム
にある必要があります。

•すべての仮想マシンの主催者は NTPサーバーで構成される必要があります。

• NTPサーバーは仮想マシンホストから到達可能である必要があります。 (DNSまたはファ
イアウォールが NTPを通さない場合、または誤った NTPサーバーが構成された場合、エ
ラーが発生します。)
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CWMSデータセンターに参加するには、RSAの自己署名証明書を使用する必要があります。
参加を開始する前に、両方のデータセンターから認証局 (CA)証明書を削除してください。

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。

重要

手順

ステップ 1 セカンダリデータセンターからMDCシステムに参加の要求を送信するには、[データセン
ター] >データセンターを追加 >システムに参加を選択します。

ステップ 2 参加:

•リモートシステム証明書—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（354ページ）」処理中にダウンロードされたシステ
ム証明書。

Safariを使用する際、ダウンロードした証明書は CAcert.pem.txtとして保存され

ます。これは Safariブラウザのデフォルト動作です。 .pem拡張子を復元するに

は (証明書をアップロードする前)、.txt文字列を削除します。

（注）

•リモート共通管理 URL—セカンダリシステムのプライベート VIPアドレスを解決するシ
ステム管理 URL。

•リモート管理メール—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。
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[データベース表の同期]タスクの間、セカンダリデータセンター内のすべてのユー
ザーは削除され、プライマリデータセンターにリストされるユーザーはセカンダリ

データセンターに複製されます。システムは管理者の言語を取得できず (DC2には
ユーザーがいないため)、インターフェースはデフォルトでは英語で表示されます。

セカンダリデータセンターの管理者がプライマリデータセンターにも存在する場合、

管理者がカンダリデータセンターにサインインした後、システムは管理者の言語を表

示します(プライマリデータセンターでその管理者に構成された言語がセカンダリデー
タセンターで構成されている言語と異っていない場合)。

セカンダリデータセンターの管理者がプライマリデータセンターにも存在する場合

(またはデータベースの同期化でエラーがある場合)、システムは英語で表示されます。

（注）

ステップ 4 MDCシステム中のすべてのデータセンターでメンテナンスモードを終了します。

次のタスク

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（237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場合、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（194ペー
ジ）も参照してください。置換したデータセンターはユーザー情報を直ちに入力します。
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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。

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。

手順

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（360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（354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（356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。
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始める前に

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。

手順

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 Webexアシスタン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 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、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、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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メンテナンスモードをオンまたはオフにする（110ページ）を参照してください。

このデータセンター上でミーティングサービスが復旧します。

ステップ 11 （任意）License Managerをホストするデータセンターを削除した場合、残存のデータセンター
で License Managerとライセンスを再ホストします。
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第 19 章

サポート機能の使用

•ログのカスタマイズ（363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（365ページ）
•リモートサポートアカウントを無効にする（365ページ）

ログのカスタマイズ
特定のミーティングに対する全システムのアクティビティを表示するログファイルを生成でき

ます。ログファイルをトラブルシューティングに使用したり、Ciscoテクニカルアシスタンス
センター（TAC）に提出してアドバイスをもらうことができます。

ログファイルは就業時間外に生成することを推奨します。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。

（注）

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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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説明フィールド

Cisco TACケース IDを入力します。ケースで
割り当てるとき、ケース IDは Cisco TACから
入手できます。この機能を使用して、ケース

IDに関連するログを生成することができま
す。

（オプション）ケース ID

ログタイプを選択します。システム全体のロ

グまたは特定のミーティングログを選択でき

ます。システム全体のログは、指定したすべ

てのログ情報をログ収集システム及び特定の

ミーティングのログとデータベースからデー

タ処理用マット。

デフォルト:システム全体のログ

タイプ

ログの範囲を選択します。ログの開始および

終了日と時刻を指定する必要があります。制

限は24時間です。ログデータは40日間のみ保
管されます。

24時間以上のログを作成する場合
は、この操作を繰り返し、連続する

日付および時刻範囲を選択します。

各操作の結果は、別々のログファイ

ルとして生成されます。例： 1月1
日から1月3日のログを生成する場合
は、1月1日から1月2日の範囲で日付
を選択し、[送信]を選択して作成し
たログファイルをダウンロードしま

す。次に、1月2日から1月3日の範囲
で日付を選択し、[送信]を選択して
作成したログファイルをダウンロー

ドします。

（注）

範囲

ログに含めるデータを指定します。

デフォルト:すべてのアクティビティ

含める

システムによりログが生成され、ログをダウンロードするためのリンクが記載されたメールが

送信されます。
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リモートサポートアカウントにサインアップする
技術的な問題が発生し、Cisco TACに支援を求めた場合は、リモートサポートアカウントを設
定して、TAC担当者が一時的にシステムにアクセスできるように許可できます。本製品は、
管理者に CLIアクセスを提供しないため、TAC担当者が問題を解決する必要があります。

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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。

説明フィールド

リモートサポートアカウントの名前を入力し

ます (6～30文字)。
リモートサポートアカウント名

アカウントの有効期限を時間単位で指定しま

す。最長は720時間（30日間）です。
アカウントの有効期限

[リモートサポートアカウントの作成]ダイアログボックスが表示され、パスフレーズコードが
表示されます。 Cisco TACに連絡して、Remote Supportアカウント名とパスフレーズコードを
伝えると、Ciscoサポート担当者がシステムにアクセスできるようになります。

リモートサポートアカウントを無効にする

手順

ステップ 1 Webexアシスタン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] > Remote Supportアカウントを選択します。
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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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