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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）機能を使用すると、2つの CWMSシステムを結合して 1つの
MDCシステムを作成できます。MDCシステム内の各 CWMSデータセンターに対してライセ
ンスを 1つ購入する必要があります。

ミーティングクライアントは [ラウンドトリップ時間（RTT）（Round Trip Time（RTT））]
を使用して、どのデータセンターで会議を開始するかを判断します。（これは自動化されたプ

ロセスであり、ホストまたは管理者が設定することはできません）。

ロードバランシングを設定することはできません。これは自動化されたプロセスであり、シス

テムに組み込まれています。別のマシンとして設定されたロードバランサ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の『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」の章に記載されています。

マルチデータセンターシステムのメリット

メリットは次のとおりです。

• 1つのURLと 1組のディレクトリ番号を使用して、すべてのデータセンターにエンドユー
ザがアクセスできます。MDCはエンドユーザには見えません。
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•ホストライセンス、録音、および関連付けられている管理データは、結合されたデータセ
ンター間で自由に移行されます。

•ユーザは、地理的制限なしに会議にダイヤルすることができます。ローカルのディレクト
リ番号にダイヤルしてミーティングに参加します。

•データセンターは、（任意で）別の地域に配置することができます。

•異なるCWMS2.5更新バージョンをデータセンターで実行できる場合は、計画された一部
のメンテナンスイベント中にダウンタイムをゼロにします。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、同時に実行できる CWMSバージョンを決定してください。

場合によっては、MDCシステム内のデータセンターで別の更新バージョンを実行するこ
とができます。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、同時に実行できるCWMSバー
ジョンを決定してください。

•ディザスタリカバリ環境は、ユーザには透過的です。何らかの理由で 1台のデータセン
ターに障害が発生した場合、他のデータセンターがユーザをサポートします。

MDC環境では、システム内のデータセンターを結合するプロセスを記述する目的上、データ
センターはすべての 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、
プライマリとセカンダリと見なされます。結合する前に、プライマリデータセンターは、保持

するシステムをサポートし、ライセンスマネージャの場所を指定します。セカンダリデータ

センターはMDCシステムの一部になります。特に、積極的にユーザをサポートしているデー
タセンターを結合する場合は、この区別が重要になります。ユーザの情報と内容は、セカンダ

リデータセンターから削除されます。

冗長性はありますが、データセンターがMDCシステムに追加されても、容量は増加しませ
ん。2000ポートのデータセンターが、2000ポートのデータセンターでサポートされている
MDCシステムに追加された場合、結果として生成されたシステムは 2000ポートのMDCにな
ります。

（注）

MDCシステムにユーザデータが含まれていない新しいセカンダリ CWMSシステムデータセ
ンターに結合する場合は、データセンター参加要求を受信するためのMDCシステムの準備（
6ページ）に進みます。

MDCシステムにユーザデータが含まれているアクティブなセカンダリ CWMSシステムデー
タセンターに結合する場合は、アクティブな CWMSデータセンターをMDCシステムに参加
させるための準備（3ページ）に進みます。

ブロッキングモード

各データセンターは、5秒ごとにコンポーネントのステータスをポーリングします。特定の障
害条件下では、データセンターが自動的にブロックモードをオンにして、エンドユーザが、障

害が発生したコンポーネントのあるデータセンターにアクセスしないようにし、システムが自
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己修復できるようにします。MDC環境では、ユーザアクティビティはアクティブなデータセ
ンターに対して透過的にフェールオーバーします。ブロックモードでデータセンターのコン

ポーネントが再度動作可能になると、データセンターはブロックモードを終了します。データ

センターがブロックモードに入るとき、またはブロックモードから復旧する際は、管理者に

電子メール通知が送信されます。

次の条件がすべて満たされた場合にブロックモードがオンになります。

• 1つ以上のテレフォニーコンポーネントまたはデータベースのレプリケーションが失敗し
た時。

•その状態が 5分以上継続した時。

• MDCシステム内の別のデータセンターが動作している時。

ブロックモード中にエンドユーザがデータセンターにアクセスすることは回避され、すべての

ユーザ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

ロックされたデータセンターの管理サイトにアクセスして、その状況を監視し、問題のトラブ

ルシューティングを行うことができます。

ブロックモードをオフにする条件は自動的に実行され、すべてのコンポーネントが良好な状態

に戻ります。エンドユーザによるアクセスが復元され、データセンターは5秒ごとにコンポー
ネントをポーリングします。

アクティブな CWMSデータセンターをMDCシステムに
参加させるための準備

CWMSデータセンターに参加するには、RSA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)の証明書を削除してください。

重要

ユーザにサービスが提供されているセカンダリCWMSシステムデータセンターに参加すると、
そのデータセンターは、マルチデータセンター (MDC)に参加したときに失われる可能性のあ
るユーザデータを取得または設定されています。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コミュニティを提供します。MDCシステムが必要な場合、通常は新
しいCWMSデータセンターが作成され、MDCシステムに joinされてから、データセンターが
サービスに入れられます。そのため、ユーザ情報、ライセンス、または設定情報が存在しない

ため、結合中のセカンダリデータセンター。ただし、2つのアクティブなデータセンターに参
加している場合、ユーザのコンテンツは上書きされるか、アクセスできなくなります。

•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設定パラメー
タは保持されます)。

•セカンダリデータセンター上のユーザ情報、スケジュール済み会議、レポート、および関
連する電子メールが削除されます。
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•会議の録画は、ユーザにはアクセスできません。これらの録音は NAS上にそのまま残り
ますが、ユーザがアクセスまたは回復することはできません。（MDCシステムに参加す
る前の録音の保存（5ページ）を参照）。

•ホストライセンスは失われますが、セカンダリデータセンターでホストされていた永続的
なホストライセンスは、MDCシステムで再ホスティングすることによって回復できます。
プライマリデータセンターがシステムから削除された場合は、LicenseManagerを実行して
いる別のデータセンターでライセンスを再ホストする必要があります。

プライマリデータセンターが何らかの理由でオフラインになった場合は、ホストライセン

スを変更する前にオンラインに戻す必要があります。管理データセンターを回復できない

場合、残りのデータセンターは180日間猶予モードになります。回復するには、猶予期間
が終了する前に永続的なホストライセンスを再ホストする必要があります。（ライセンス

の再ホスティングを参照）。猶予期間が終了する前にライセンスが再ホスティングされな

い場合、ライセンスが再ホスティングされるまでシステムはメンテナンスモードになりま

す。

•アクティブなセカンダリデータセンターのユーザからホストへ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失われます。アクティブなセカンダリデータセンター

上のホストであったユーザは、参加しているシステムで会議をホストするだけでライセン

スを回復できます。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ることができます。

セカンダリデータセンターに関する次の情報は、結合後も保持されます。

• Ciscoユニファイドコールマネージャ (CUCM)などのシステム固有の設定。

• IVR言語設定などの言語設定。

•音声設定。

•ブラストダイヤル情報。

結合前に CWMSデータをセカンダリデータセンターへ保存
MDCシステムに結合されているセカンダリデータセンターの CWMSデータは上書きされる
か、アクセスできなくなります。サービスに追加されていない CWMSデータセンターに参加
する場合、意味のあるデータは存在せず、そのままデータセンター参加要求を受信するための

MDCシステムの準備（6ページ）を継続できます。それ以外の場合は、重要なデータを保
持することを検討してください。

セカンダリデータセンターがMDCシステムに結合すると、そのデータセンター以下を失いま
す。

•ユーザホストライセンスの関連付け

•ホストライセンス（MDCシステムに再ホストすることによってリカバリ可能：主要なシ
ステム変更後のライセンスの再ホスティング）
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•スケジュールされたミーティング（MDCシステム上で手動でスケジュールし直す必要が
あります）

•次の方法で保持できるミーティングの録音

•ユーザに、録音をローカルでダウンロードして保持するように依頼する。

•システム管理者が取得するためにアーカイブする。

•両方です(推奨)

会議の録音は、NFSで「存在」するため、失われることはありませんが、ユーザが、CWMS
からアクセスすることはできません。

MDCシステムに参加する前の録音の保存

NFS:/nbrディレクトリには、録音、 nfskeepalive、およびスナップショット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。

この手順は例として提供されています。システムのプロセスは異なる場合があります。（注）

例の手順では、NFSがDC1上にあり、「 sanjose-nfs:/cisco/cwms」という名前で、DC2上の
nfsにrtp-nfs:/cisco/cwmsという名前が付けられていることを前提としています。

始める前に

• NFSへのルートアクセス権を持つLinuxマシンにアクセスします。(フレーバーは、Redhat、
CentOSなどによって行われます)。

• NFSに、マウント用の IPベースのフィルタリングまたはアクセスコントロールがある場
合は、Linuxホスト IPをアクセスリストに追加します。

ステップ 1 cd/tmp

ステップ 2 DC1の NFSをマウントするために使用される新しい一時ディレクトリを作成します。mkdir nfs-dc1。

ステップ 3 DC2: mkdir nfs-dc2の nfsのマウントに使用される新しい一時ディレクトリを作成します。

ステップ 4 /Tmp/nfs-dc1への DC1 nfsのマウント:マウント-t nfs-o スタンドダウン = 3、rw、soft、timeo = 400

sanjose-NFS:/cisco/cwms /tmp/nfs-dc1/

ステップ 5 /Tmp/nfs-dc2への DC2 nfsのマウント:マウント-t nfs-o のスタンドダウン = 3、rw、soft、timeo = 400

rtp-NFS:/cisco/cwms /tmp/nfs-dc2/。

ステップ 6 録音を同期します。 rsync-av--exclude = ' * Snapshot */' nfs-dc1/nfs-dc2。

ステップ 7 DC1 NFS: umount nfs-dc1をマウント解除します。

ステップ 8 DC2 NFS: umount nfs-dc2のマウントを解除します。

ステップ 9 DC1 NFS一時マウントディレクトリを削除します: rm-r NFS-DC1。
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ステップ 10 DC2 NFS一時マウントディレクトリを削除します: rm-r NFS-DC2。

データセンター参加要求を受信するためのMDCシステム
の準備

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。この手順では、セカンダ

リデータセンターからの参加要求を受信するため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について説明します。

始める前に

次に、システム管理者がシステムにデータセンターを参加させるために完了する必要があるタ

スクのリストを示します。

1. 両方のデータセンターから認証局 (CA)の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の自己署名付き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
認します。

3. すべてのデータセンターで同じソフトウェアタイプが実行されていることを確認します。

たとえば、すべてのデータセンターが Audio Encrypted-AEまたは Audio暗号化されてい
ない-AUであることを確認します。(システムを1つのタイプの音声暗号化からもう一方
のタイプに変換することはできません。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が同じシステムサイズであることを確認します。

5. ネットワークタイムプロトコル (NTP)はすべてのデータセンターに必要であり、すべて
のデータセンターが同じ NTP時間にある必要があります。

6. すべての仮想マシンホストは、NTPサーバを使用して設定する必要があります。

7. NTPサーバは、仮想マシンの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を通過しない場合、または誤った NTPサーバが設定されてい
る場合にエラーが発生する可能性があります)。

8. License managerを実行しているプライマリデータセンターに、マルチデータセンター
(MDC)ライセンス (最低2つ)をインストールします。

9. システム内のすべてのデータセンターで、インターネットリバースプロキシ (IRP)が有
効または無効になっている必要があります。不一致を発生させることはできません。Join
後、すべてのデータセンターが IRPに関して同じ方法で設定されるように、すべてのデー
タセンターに IRPを追加または削除することができます。

10. どのデータセンターもハイアベイラビリティ (HA)を実行していません。（システムか
らのハイアベイラビリティの削除を参照）。
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11. ストレージが両方のデータセンターで設定されていること、またはデータセンターのい

ずれにもないことを確認します。ストレージが設定されている場合、データセンターは

異なるサーバまたは少なくとも異なるフォルダのストレージを使用する必要があります。

12. すべてのデータセンターが同じ認証モードを使用していることを確認します。認証モー

ドは、LDAP、SSO、またはデフォルトのいずれかのモードにすることができます。

13. DNSにすべてのローカルUrl、すべての共通Url、およびすべてのホスト名のエントリが
含まれていることを確認します。管理共通URLは、結合が実行されるときに1つの IPア
ドレスのみに関連付けられている必要があります。Webex共通 URLは、結合が実行さ
れるときに1つの IPアドレスのみに関連付けられている必要があります。データセンター
がシステムに参加した後、共通 URLは2つの IPアドレスを返す必要があります。

14. 両方のデータセンターでCUCMトランスポートが同じプロトコルを使用していることを
確認します。トランスポートプロトコルは、TCP、UDP、またはTLSのいずれかに設定
できます。

ステップ 1 参加のセカンダリシステムでユーザに通知します。セカンダリデータセンターがアクティブなシステムの
一部ではない場合は、この手順をスキップします。このデータセンターがアクティブなシステムをサポー

トしてアクティブな CWMSデータセンターをMDCシステムに参加させるための準備（3ページ）いる
場合は、を参照してください。

データセンターが結合されると、ユーザデータ、スケジュールされた会議、および会議の録画へのアクセ

スがセカンダリデータセンターで失われます。セカンダリデータセンターから参加要求を送信する前に、

会議の録画を保持する必要があることをすべてのユーザに通知する前に、その録音をローカルPcにダウン
ロードする必要があります。

ステップ 2 [データセンター（Data Centers）] > [データセンターの追加（Add Data Center）] > [結合のためのシステ
ムの準備（Prepare System for Join）]を選択します。

ステップ 3 以下を入力します。

• [ローカルサイト URL (Local Site URL)]:ユーザが会議をスケジュール、参加、または主催できるよう
にするユーザサイトURL。スプリットホライズンDNS(最も一般的な設定)を使用してネットワークが
設定されていない場合、このURLはすべてのユーザに対してこのシステムのパブリックVIPアドレス
に解決されます。スプリットホライズン DNSを使用してネットワークが設定されている場合、この
URLは、内部ユーザの場合はこのシステムのプライベートVIPアドレスに、外部ユーザの場合はこの
システムのパブリック VIPアドレスに解決されます。

• [ローカル管理 URL (Local Administration URL)]:このデータセンターのプライベート VIPアドレスに解
決されるシステム管理 URL。

• [ローカルデータセンター名 (localDataCenterName)]: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 システムに参加するために使用される証明書をダウンロードします。

マルチデータセンター（MDC）システムの作成
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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ロードする必要

があります。証明書はシステムによって変更されるため、参加を達成するために古い証明書を再利用する

ことはお勧めしません。

Safariを使用すると、ダウンロードした証明書はcacert.pemとして保存されます。これは、Safari
ブラウザのデフォルトの動作です。(証明書をアップロードする前に) pem拡張機能を復元するに
は、 .txt文字列を削除します。

（注）

ステップ 5 [完了（Done）]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参加要求を送信します。手順につい
ては、データセンターのマルチデータセンターシステムへの参加（8ページ）を参照してください。

データセンターのマルチデータセンターシステムへの参

加
Join要求は、セカンダリデータセンターから、Cwmsマルチデータセンター (MDC)システムを
サポートするデータセンターのプライマリデータセンターに送信されます。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、会議の録画にアクセスします。セカンダリデータセ

ンター上のすべての会議情報と録音は、アクセスできない状態で表示されます。MDC機能ラ
イセンスと永続ホストライセンスは、通常、プライマリデータセンターでホストおよび管理さ

れます。MDCシステムのトライアル期間はありません。MDCライセンスは、結合前にプライ
マリデータセンターにロードする必要があります。プライマリデータセンターで使用可能な

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参加できません。

データセンターに参加すると、プライマリデータセンターの証明書が更新されます。新しい証

明書は自己署名され、自動的に再生成され、セカンダリデータセンターから新しいUrlが追加
されます。この不一致により、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
するときに、ブラウザに証明書の警告が表示されます。警告を受け入れ、標準の手順に従って

システム証明書を更新します。（証明書の管理を参照）。

（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場合、タスクリストが英語で表示されて

いる場合は、参加操作中に常に短い期間があります。エラーメッセージは、結合中に複数の言

語で表示されることもあります。(ページ上のテキストのバランスは、元の言語で表示されま
す)。

データベーステーブルの同期タスクが開始されると、予想されるタスクリストの言語の動作は

次のようになります。

•管理者アカウントがすべてのデータセンターでホストされており、それらが同じ言語設定
で設定されている場合、データベーステーブルの同期タスクでは、タスクリストが英語で

表示されます。テーブルが同期されると、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でホストされており、その管理者がシステ
ムに参加しているデータセンターのアカウントを持ち、そのデータセンターがプライマリ

データセンターとは異なる言語に設定されている場合、タスクリストは英語で表示されま

す。データベーステーブルが同期しています。同期後、タスクリストは、プライマリデー

タセンターで管理者が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に参加しているセカンダリデータセンターでのみホストされ
ており、管理者が結合後も保持されるプライマリデータセンターのアカウントを持ってい

ない場合、データベーステーブルは英語で表示されます。同期.システムが同期を完了す
ると、それ以降の言語の変更と [ Done ]ボタンはありません。続行するには、管理者が次
の操作を行う必要があります。

1. 現在のブラウザウィンドウを閉じます。

2. セカンダリデータセンターのローカル管理 URLを使用して、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で管理者アカウントを使用してサインインします。

4. データセンターを選択して >データセンターを追加し、ステータスを確認します。

（注）

始める前に

Network Time Protocol (NTP)は、次のように設定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あり、すべてのデータセンターが同じ NTP時間
にある必要があります。

•すべての仮想マシンホストは、NTPサーバを使用して設定する必要があります。

• NTPサーバは、仮想マシンの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を通過しない場合、または誤った NTPサーバが設定されている場合
にエラーが発生する可能性があります)。

このデータセンターがアクティブなシステムをサポートしている場合、このデータセンターで

サポートされているホストライセンスは削除されます。これらのホストライセンスは、License
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Managerをホストしているデータセンターで再ホスティングできます。（ライセンスの再ホス
ティングを参照）。後で TACからライセンスを見つけるためのヘルプが必要になる場合に備
えて、参加を開始する前に、このデータセンターからライセンス要求を保存することをお勧め

します。

CWMSデータセンターに参加するには、RSA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)の証明書を削除してください。

TLS1.0は、PCI脆弱性スキャンベンダーによって中程度の脆弱性としてマークされています。
データセンターがMDCに参加した後、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

ステップ 1 セカンダリデータセンターからMDCシステムに参加する要求を送信するには、[データセンター（Data
Centers）] > [データセンターの追加（Add Data Center）] > [システムの結合（Join Systems）]を選択しま
す。

ステップ 2 以下を入力します。

•リモートシステム証明書:「データセンター参加要求を受信するためのMDCシステムの準備（6ペー
ジ）」プロセス中に、他のデータセンターからダウンロードしたシステム証明書をアップロードしま

す。

Safariを使用すると、ダウンロードした証明書はcacert.pemとして保存されます。これは、

Safariブラウザのデフォルトの動作です。(証明書をアップロードする前に) pem拡張機能を復
元するには、 .txt文字列を削除します。

（注）

• [リモート共通管理 url (Remote Common Administration url)]:参加する準備ができたデータセンターの
プライベート VIPアドレスに解決されるシステム管理 url。

•リモート管理電子メール:参加しているデータセンターにアクセスするために使用される電子メールア
ドレス。

• [RemoteAdministrator Password]:参加のために準備したデータセンターへの管理アクセスを可能にす
るパスワード。

• [ローカルデータセンター名 (Local Data Center Name)]: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（Continue）]を選択します。
[Join Data Center]タスクリストが表示されます。
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データベーステーブルの同期タスクでは、セカンダリデータセンター内のすべてのユーザが削除

され、プライマリデータセンターにリストされているユーザが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ません (DC2にユーザが存在しないため)。インター
フェイスはデフォルトで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、管理者がセ

カンダリデータセンターにサインインすると、システムによって管理者の言語が表示されます (プ
ライマリデータセンターで設定されている言語でない場合)。その管理者は、セカンダリデータセ
ンターで設定されているものとは異なる言語です)。

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 (またはデータ
ベースの同期にエラーがある場合)、システムは英語で表示されます。

（注）

ステップ 4 MDCシステムのすべてのデータセンターをメンテナンスモードから移動します。

次のタスク

DNSサーバへのポインタの追加

•共通サイト URL:各データセンターのパブリック VIPアドレス。

•共通管理 URL:両方のデータセンターのプライベート VIPアドレス。

•ローカルサイト URL (データセンターの場合):その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 (Local Site URL )] (他のデータセンターの場合):そのデータセンター
のパブリック VIPアドレス。

•ローカル管理サイト URL (データセンターの場合):その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の):その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設定された音声アクセス番号とサービス言語は、元のアクセス番

号とサービス言語の設定を置き換えるグローバルアクセス番号とサービス言語として設定され

ます。必要に応じて、グローバル設定に移動し、アクセス番号とサービス言語を適切に調整し

ます。（オーディオ設定の変更を参照）。

マルチデータセンター環境でのディザスタリカバリ
ハードウェアまたはシステムの問題が原因でデータセンターに障害が発生した場合は、新しい

データセンターを作成し、そのデータセンターをシステムに参加させることによって、障害が

発生したデータセンターを置き換えることを推奨します。ストレージサーバを使用したディザ
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スタリカバリも参照してください。置き換え先のデータセンターには、ユーザ情報がすぐに反

映されます。ライセンスサーバが障害の発生したデータセンターにある場合は、MDCライセ
ンスとユーザライセンスを再供与する必要があります。交換用データセンターのライセンス

の再ホスティングを参照してください。

他のデータセンターは、稼動している限りシステムをサポートします。ただし、このシナリオ

ではシステムには冗長性はありません。

一方のデータセンターのデータベースノードがダウンすると、他方のデータセンターで発生し

ていたデータの変更がキューに入れられます。このキューデータは、障害が発生したデータセ

ンターが再稼働するか、置き換え先のデータセンターが参加したときに同期されます。

キューが上限を超えた場合、データセンターはディスクがいっぱいになって自身が機能しなく

なるのを防止するために、キューイングを停止します。キューがこの上限を超えた場合は、障

害が発生したデータセンターが再稼働しても、MDCはデータを同期しなくなります。システ
ムはこれ以降MDCではなくなります。

障害が予想される場合は、相応の電子メール通知が送信されます。

ステップ 1 生き残ったデータセンターの管理サイトにサインオンします。

ステップ 2 システムから、障害が発生したデータセンターを削除します。

（データセンターの削除（12ページ）を参照）。

ステップ 3 障害が発生したデータセンターを置き換えるための新しいデータセンターを作成します。

置き換え先のデータセンターのバージョンは、生き残った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などのローカル設定に、障害が発生したデータセンターと同じ値を入力します。

ステップ 5 参加要求を受信するように、システム内の生き残っているデータセンターを準備します。

（データセンター参加要求を受信するためのMDCシステムの準備（6ページ）を参照）。

ステップ 6 新しいデータセンターをシステムに参加させます。

（データセンターのマルチデータセンターシステムへの参加（8ページ）を参照）。

生き残ったデータセンターのデータは、新しいデータセンターに複製されます。

ステップ 7 新しい URLと IPアドレス情報を使用して DNSを更新します。

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、残っているデー

タセンターから削除されます。

マルチデータセンター（MDC）システムの作成
12

マルチデータセンター（MDC）システムの作成

データセンターの削除

cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter13.pdf#nameddest=unique_113
cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter16.pdf#nameddest=unique_248
cwms_b_cwms-administration-2-8_chapter16.pdf#nameddest=unique_248


マルチデータセンター (MDC)環境では、LicenseManagerは1つのデータセンターでのみ実行さ
れます。複数のデータセンターで実行することはできません。LicenseManagerをホストしてい
るデータセンターを削除する場合は、別のデータセンターでライセンスマネージャを設定し、

ライセンスを再ホスティングするのに90日があります。再ホストされるライセンスの登録を参
照してください。

（注）

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および Communications Managerエントリを削除します。

ステップ 1 削除するデータセンターの仮想マシンの電源をオフにします。

ステップ 2 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータCenterシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内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（Data Centers）]を選択します。
[データセンター（Data Centers）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 （任意）データセンターが到達不能であることを確認します。

これは手動で確認できます。または、データセンターを削除するプロセスを開始して、CWMSの可用性
を確認することもできます。データセンターに pingを実行できる場合、削除プロセスは続行されず、エ
ラーメッセージが表示されます。

ステップ 5 MDCシステムからデータセンターを削除する要求を送信するには、[アクション ( Action )]列で [削除
(remove )]を選択します。

削除する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る場合は、警告が表示されます。また、

DNSの変更が必要であることも警告されます。

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、アクションの進行状況を示す [データセンター
の削除 (Remove Data center )]ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 [続行（Continue）]を選択します

ステップ 7 すべてのタスクが緑色の場合は、[完了 (Done)]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 (data center)]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変更およびシステムの Urlは、グローバル Urlのみを保持します。

ステップ 9 削除されたデータセンターのすべてのDNSエントリを削除し、存続している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します。
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メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切な

メッセージを表示します。再起動には 3 ~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンター
がマルチデータ Center (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、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっ
ている場合、1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータ
センターが自動的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

ステップ 11 （任意） LicenseManagerをホストしているデータセンターを削除した場合は、存続しているデータセン
ターでライセンスマネージャとライセンスを再ホストします。
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