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システムサイズ
システムは、サポートされている同時ユーザの数によって識別されます。

• 50同時接続ユーザ（マイクロシステムとも呼ばれます）

•通常、500～ 1000名の従業員の会社をサポートしています

• HAシステムなし（HA）のないプライマリシステムは、管理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）で構成されています。

• 250同時接続ユーザ（小規模システムとも呼ばれます）

•通常、2,500～ 5,000名の従業員の会社をサポートしています

• HAシステムなし（HA）のないプライマリシステムは、管理仮想マシン、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）で構成されて
います。

• 800同時接続ユーザ（中規模システムとも呼ばれます）

•通常、8000～ 16,000名の従業員の会社をサポートしています。

• HAシステムなし（HA）のないプライマリシステムは、管理仮想マシン、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）で構成されて
います。

• 2000同時接続ユーザ（大規模システムとも呼ばれます）
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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。

• HAシステムなし（HA）のないプライマリシステムは、管理仮想マシン、メディア仮
想マシン 3台、Webマシン 2台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）で構成されています。

• 4000同時接続ユーザ（特大規模（XL）システムとも呼ばれます）

•は、通常、5万人以上の従業員を含む会社をサポートしています。

• HAシステムなし（HA）のないプライマリシステムは、管理仮想マシン、メディア仮
想マシン 4台、Webマシン 3台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）2台で構成されています。

プライマリXLシステムを拡張して、管理仮想マシン、メディア仮想マシン6台、Web
仮想マシン 5台、およびオプションの IRPマシン 4台を構成することができます。各
拡張ユニットは、メディア 1台、Web 1台、およびオプションの IRP VM 1台で構成
されてます。

展開で使用される用語
WebexサイトURL：ユーザが1つのデータセンター環境でミーティングをホストし、ミーティ
ングに参加するためのセキュアな HTTP URL。

Webex管理 URL：管理者が単一のデータセンター環境でシステムを設定、監視、管理するた
めのセキュアな HTTP URL。

公開 VIP：Webexサイト URL用の仮想 IPアドレス

非公開 VIP：管理者サイト URL用の仮想 IPアドレスまたは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がある場合は、内部ユーザ専用）。

Webex共通 URL：DNSで使用され、スケジュールやミーティングのホストといった、ユーザ
がミーティング関係のタスクを実施するデータセンターにリダイレクトします。どのデータセ

ンターをDNSが選択するかは、ユーザに透過的です。Webex共通URLは、ユーザがシステム
に入るための単に便利な場所です。データセンターがダウンした場合、会議にアクセスするた

めに使用される URLなど、ユーザにとって変更はありません。これは、DNSがユーザを存続
しているデータセンターにリダイレクトするためです。

管理共通 URL：単に管理 URLと呼ばれることが多いです。管理者がシステムにログインする
管理データセンターに管理者をリダイレクトするために、DNSによって使用されます。どの
データセンターをDNSが選択するかは、管理者に透過的です（しかし、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使用しているデータセンターに応じて変わります）。

管理共通 URLは、管理者がシステムに入るために使用する単に便利なターゲットです。

管理ローカル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。管理共通 URL経由でサインインすると、DNSは、管理データセンター用の管理ローカル
URLに管理者をリダイレクトします。ユーザへのライセンスの割り当てなどのシステム変更
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は、管理データセンターで実行され、MDCシステム内のすべてのデータセンターに複製され
ます。

管理者は CWMSアプリケーション内から変更する特定のデータセンターを選択できますが、
システムへの管理者のアクセスは、管理者がシステムにログインした際に DNSによって選択
されたデータセンターにとどまるため、別のデータセンターを変更するように選択しても、管

理ローカルURLは変わりません。MDCシステム内の別のデータセンターへの管理者による修
正は、DNSによって選択された管理データセンターを通過して、ターゲットのデータセンター
へ向かいます。

MDCシステムには、システム内のすべてのデータセンターに 1つずつ、最低 2つの管理ロー
カル URLがあります。

各データセンターに固有のローカル URL。

システムプロファイル情報

共通サイト URL

共通の管理用 URL

DC1および DC2仮想 IPアド
レス

Data Center 2データセンター 1

ローカルサイト URL

ローカル管理者用 URL

パブリック仮想 IPアドレス

プライベート仮想 IPアドレス

DNSサーバ

管理仮想マシンの IPアドレス

メディア仮想マシンの IPアド
レス 1

メディア仮想マシンの IPアド
レス 2

メディア仮想マシンの IPアド
レス 3

Web仮想マシンの IPアドレス
1
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Web仮想マシンの IPアドレス
2

DMZ仮想マシンの IPアドレ
ス（任意）

CWMS管理者の電子メールア
ドレス

Administrator Password

リモートアクセス1

Remote Accessパスワード

Call Manager IP Address

Cisco Call Manager管理 ID

Cisco Call Managerパスワード

CWMSダイヤルイン番号

電話番号（Phone Numbers）

1
リモートアクセスは、アカウントがアクティブになっていない場合は有効になりません。

インストレーションチェックリスト

VMware vCenterを使用して、Cisco Webex Meetings Serverシステムが導入される ESXiホスト
を管理してください。

制約事項

ネットワークの変更

『Cisco Webex Meetings Serverプランニングガイド』を参照してください。次の例をご覧くだ
さい。

•パブリックアクセス：ファイアウォール外部のユーザ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ホストしたり、アクセスしたりできるかどうか。これはモバ

イルワークフォースにより良いユーザエクスペリエンスを提供するため、パブリックア

クセスを許可することをお勧めします。

•企業での DNS設定の種類：スプリットホライズン DNSまたは非スプリットホライズン
DNS（最も一般的な DNS構成）。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。
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•管理者のデスクトップから管理仮想マシンにポート 10200を開きます。ポート 10200は、
導入中にWebブラウザが使用します。

必須情報

必須情報は、自動導入システムを行う場合（50人の同時ユーザ、250人の同時ユーザ、および
800人の同時ユーザ）、と手動導入（すべてのシステムサイズに対応）の場合で異なります。
常に手動での導入が必要な 2000人規模のユーザシステムを導入する場合以外は、自動導入を
選択することをお勧めします。

導入タイプに適したチェックリストを選択する

•自動導入に必要な情報（5ページ）

•手動導入に必要な情報（8ページ）

自動導入に必要な情報
これは、システムに必要な適切な情報です。

システム導入を開始する前に、仮想マシンの FQDN、IPアドレス、Webexと管理者サイト
URL、およびVIPアドレスをDNSサーバに追加します。この情報を使用して、導入中に IPア
ドレスを検索します。

DNSに関する問題を回避するため、OVA導入を開始する前に URLと IPアドレスをテストし
ます。そうしないと、これらのエラーを修正するまで、システムの導入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、すべてのコンポーネントをプライマ
リシステムで稼働させるため、50文字以下である必要があります。FQDNが 50文字以上の場
合、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 =ドメイン
を含むプライマリシステム名）。

（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に対するvCenterサー
バのセキュアな HTTPアドレスです。

vCenter URL

システムの仮想マシンを導入するユーザ名を

使用です。このユーザには、仮想マシンを導

入、構成、電源のオンおよびオフそして削除

ができる管理者権限が必要です。

vCenterユーザ名

vCenterユーザのパスワード。vCenterパスワード
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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 ESXiのホスト。

この ESXiホストは、vCenter URL
と同じ vCenterに存在する必要があ
ります。

（注）

（250人および800
人の同時ユーザシ

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人および800
人の同時ユーザシ

ステムのみ）

データストア

メディア仮想マシンのポートグループ。

管理仮想マシンに選択したものと同

じポートグループを選択することを

推奨します。

（注）

（250人および800
人の同時ユーザシ

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人および800
人の同時ユーザシ

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
ディア仮想マシンの対応する IPv4アドレスを
自動的に検索します。

（250人および800
人の同時ユーザシ

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。

管理およびその他の内部仮想マシン

に選択したものとは別の 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有効にするに

は、ESXiホストが、インターネッ
トリバースプロキシによって IPア
ドレスが使用される VLANをルー
ティングできるポートグループを使

用して構成されていることを確認し

ます。

（注）

（パブリックアク

セスのみ）

ESXiホスト
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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のデータ

ストア。

（パブリックアク

セスのみ）

データストア

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

のポートグループ。

セキュリティ上の理由により、Cisco
では、管理仮想マシンに選択したも

のとは別のポートグループを選択す

ることを推奨しています。

（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のFQDN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。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
を自動的に検索します。

（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(IPv4 Subnet
Mask)]

インターネットリバースプロキシ仮想マシン

の ESXiサーバ。
（パブリックアク

セスのみ）

プライマリ DNS
サーバ IPv4アドレ
ス
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システムの値説明フィールド名

（任意）インターネットリバースプロキシ仮

想マシンの追加 DNSサーバ。
（パブリックアク

セスのみ）

セカンダリ DNS
サーバ IPv4アドレ
ス

Webexサイト URLの IPアドレス（サイト
ユーザがホストにアクセスし、ミーティング

に参加する）

パブリック VIP

•管理サイト URLの IPアドレス（管理者
によるシステムの構成、監視および管理

用）

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

プライベートVIP

ユーザがミーティングを主催し、参加するた

めの、セキュアな HTTP URL（すべて小文
字）。

Webexサイト URL

管理者がシステムを設定、監視、および管理

するためのセキュアな HTTP URL（すべて小
文字）。

Webex管理 URL

次の作業

この情報を使用して、ブラウザウィンドウに導入用の URLを入力することによってシステム
の導入が開始されます。（導入用の URLは、管理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リブートすると、新しいパスコードが生成されるので、新しい

パスコードを含む導入用 URLを使用する必要があります。
（注）

手動導入に必要な情報
手動導入では、vSphereクライアントから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。次に、手動導入を使用してシステムをインストールします。

2000人のユーザシステムを導入する場合は、システムを手動で導入する必要があります。
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システム導入を開始する前に、仮想マシンの FQDN、IPアドレス、Webexと管理者サイト
URL、および VIPアドレスを DNSサーバに追加します。この情報を使用して、導入の最後に
ネットワーク接続を確認します。

DNSに関する問題を回避するため、OVA導入を開始する前に URLと IPアドレスをテストし
ます。そうしないと、これらのエラーを修正するまで、システムの導入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、すべてのコンポーネントをプライマ
リシステムで稼働させるため、50文字以下である必要があります。FQDNが 50文字以上の場
合、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 =ドメイン
を含むプライマリシステム名）。

（注）

これは、システムに必要な適切な情報です。

システムの値説明フィールド名

Webexサイト URLの IPアドレス（サイト
ユーザがホストにアクセスし、ミーティング

に参加する）

パブリック VIP

•管理サイト URLの IPアドレス（管理者
によるシステムの構成、監視および管理

用）

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

プライベートVIP

ユーザがミーティングを主催し、参加するた

めの、セキュアな HTTP URL（すべて小文
字）。

Webexサイト URL

管理者がシステムを設定、監視、および管理

するためのセキュアな HTTP URL（すべて小
文字）。

Webex管理 URL

システムのサイズに応じて、これはメディア

およびWeb仮想マシンのFQDNです（すべて
小文字）。

内部仮想マシンの
FQDN

パブリックアクセスを追加するには、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）を入力します。

（パブリックアク

セスのみ）

インターネットリ

バースプロキシの
FQDN
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次の作業

この情報を使用して、ブラウザウィンドウに導入用の URLを入力することによってシステム
の導入が開始されます。（導入用の URLは、管理仮想マシンのコンソールウィンドウに書き
込みます）。

構成が完了する前にシステムをリブートすると、新しいパスコードが生成されるので、新しい

パスコードを含む導入用 URLを使用する必要があります。
（注）
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