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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、主要な監視機能のいくつかのパラメー

タとグラフを備えています。

ダッシュボードの構成は、次のとおりです。

•システムモニタ：システムのステータスとタイムスタンプが表示されます。次のサブセク
ションが含まれています。

•ミーティングとユーザ：進行中のミーティングのステータスと使用状況。現在進行中
のミーティングの数と、個別の参加者の数（使用）が表示されます。ステータスマー

クは、進行中のミーティングと使用状況が設定されたアラームしきい値を下回るか、

上回るかを表示します。緑のステータスマークは、システムが設定されたしきい値未

満であることを示します。赤のステータスマークは、システムが設定されたしきい値

以上であることを示します。詳細については、アラームの表示および編集（5ペー
ジ）を参照してください。

•アラームアイコン：アラームしきい値の設定を表示および編集するには、アラーム
アイコンを選択します。アラームのしきい値は、数字形式の [アラーム]ページに表示
されます。アラームのしきい値は、デフォルトではパーセンテージで表示されます。

アラームの設定の詳細については、「アラームの表示および編集（5ページ）」を
参照してください。

アラームは次のように設定できます。

•進行中のミーティング：問題が発生している進行中のミーティング。
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•使用率：システムを使用している個別のユーザの合計数。参加者は複数のセッ
ションにいる場合がありますが、参加者は一度だけカウントされます。

•ストレージ：アバターの画像、ミーティングの録画、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。ストレージサーバを設定した

場合は、ストレージアラームのみが表示されます。詳細については、NFSまた
は SSHストレージサーバの追加を参照してください。ストレージ使用率が設定
されたしきい値を超えると、システムはミーティングの録音を無効にします。

•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される容
量。ユーザのシステムに監査人が設定されている場合、このアラームは監査人に

しか表示されません。

•ライセンス使用：ホストユーザに割り当てられている恒久ライセンスの割合。

•猶予ライセンス：ユーザに割り当てられている猶予ホストライセンスの数。

•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がオンかオフか、各デー
タセンターに使用されるストレージの容量、データレプリケーションのステータスを一覧

表示します。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（3ページ）」を参照してください。

•ミーティングの傾向：指定された期間中にシステムに保留されたミーティングの数のグラ
フ。[開始（From）]フィールドおよび [終了（To）]フィールドを使用して、ミーティン
グのトレンド情報とミーティングリストに表示されるミーティングの時間を設定します。

ミーティングのトレンドグラフでポイントを選択して、グラフで指定された時間内に発生

したミーティングをリストできます。特定の日に発生したミーティングを表示するには、

グラフの上にマウスを置いて、目的の時間を選択します。

•ミーティングの検索：ミーティング番号、ミーティングのトピック、日付の範囲など、特
定の検索条件を入力して会議を検索します。

•ミーティング：選択された時間内に発生したミーティングの総数、ミーティングのトピッ
ク、ホスト、参加者の数、およびミーティングのステータス。ミーティングのトレンドグ

ラフからデータポイントが選択されていない場合は、その期間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情報の各列を並べ替えると、進行中、終了、未開始

のステータス順にミーティングが表示されます。

リストから[ミーティングのトピック（Meeting Topic）]を選択して、ミーティングの詳細
を表示します。ミーティング番号、開始時間、終了時間、一般的なステータス、会議が詳

細に分析されているかどうかなどの詳細。分析の前、ステータスパラメータは、品質に関

連するミーティングの全体的なステータスを示します。[ミーティングの詳細な分析
（Analyze Meeting Detail）]を選択すると、ミーティングの詳細な分析が実行され、ログ
が生成されます。ログをコンパイルすると、分析中に収集された詳細に基づいて、会議の

全般的なステータスが変更されます。システムが日付と時刻のログを生成して表示する

と、ログファイルのダウンロード情報を含む電子メールを送信します。[ログのダウンロー
ド（Download Log）]を選択してダッシュボードからログをダウンロードすることもでき
ます。
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ミーティングホストがミーティングに出席していない場合、最後

の参加者がミーティングから退出してから 30分後にミーティン
グが終了します。スケジュールされた終了時間に関係なく、ミー

ティングが終了します。ミーティングは、この時間が経過するま

で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通知をスケジュールします。
詳細については、「メンテナンスウィンドウのスケジュール（18ページ）」および「メ
ンテナンスモードについて（21ページ）」を参照してください。

•前回のシステムバックアップ：ストレージサーバを設定している場合に表示されます。ま
た、バックアップが失敗した場合は通知され、最初のバックアップがまだ作成されていな

い場合は、その最初のバックアップを試行した日付が通知されます。各データセンターに

は、個別のバックアップリンクが用意されています。画面には以下が表示されます。

•最後のバックアップが作成した日付と時刻。

• [ファイル名（Filename）]：

•ファイルサイズ。

•バックアップの場所。

•次回のバックアップの日付と時刻。

•システムバックアップを設定するためのリンク。

•ユーザ：アクティブユーザの数、ディレクトリ統合が設定されているかどうか、（設定さ
れている場合には）次の同期の実行タイミング、および選択した認証のタイプを表示しま

す。[詳細情報（View More）]を選択してユーザの編集に移動します。

•設定：各ミーティングの最大参加者数、オーディオタイプ、およびWebexHQビデオが有
効になっているかどうかが表示されます。[詳細情報（ViewMore）]を選択して各種設定
項目の設定に移動します。

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モニタセクションには、システムを構成するデータセンターのス

テータス情報が表示されます。データセンターシステムが1つだけの場合、システムによって
自動的に割り当てられたデータセンター名はCWMS Systemですが、このステータス情報は 1
つのデータセンターに対して動的に更新されます。複数データセンターシステムでは、各デー

タセンターは、データセンターの参加プロセスで入力した名前ごとに個別の行に表示され、ス

テータス情報は個別に動的に更新され、各データセンター用に表示されます。

•ステータス：このコラムには、各データセンターのステータスが表示されます。ステータ
スには、正常、部分的なサービス、ブロック、またはダウンがあります。
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正常：データセンターのすべてのコンポーネントが正常に動作しています。システム

によって生成された電子メールメッセージは管理者に送信されません。

•

•部分的なサービス：データセンターの一部のコンポーネントは正常に動作していませ
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

ターに注意を払う必要があることを通知する電子メールを管理者に送信します。

•ブロック：このデータセンターでは、システムがサービスをブロックし、すべてのア
クティビティを別のデータセンターにリダイレクトします。システムは、サービスが

停止していること、データが別のデータセンターにリダイレクトされていること、お

よびこのデータセンターに注意する必要があることを通知する電子メールを管理者に

送信します。

•ダウン：信頼性の高いサービスを提供できなくなり、運用中のデータセンターへの
フェールオーバーが進行中になるほどデータセンターの運用が低下しています。シス

テムは、サービスが停止していること、データが別のデータセンターにリダイレクト

されていること、およびこのデータセンターに注意する必要があることを通知する電

子メールを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がカスケード対応
しているため、このデータセンターで無効になっているサービスが別のデータセン

ターによって提供される可能性があります。これは、全体的な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にのみ適用されます。

•ブロックモードまたはダウンモード、およびメンテナンスモードがオン：データセ
ンターのステータスは、引き続きデータセンターがブロックされていることを示しま

す。メンテナンスモードがオフで、すべてのコンポーネントが再度オンになり、実行

されている場合は、ステータスが変化します。

•到達不能：他のデータセンターがこのデータセンターと通信できない状態です。シス
テムによって、データセンター間のネットワーク接続を確認する電子メールが管理者

に送信されます。

•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を示します。

•ストレージ：各データセンターに接続されているストレージサーバで使用されているスト
レージ容量。ストレージサーバがシステムに接続されていない場合は、[未構成（Not
Configured）]と表示されます。

•データレプリケーション：MDCシステム内のデータセンター間でデータレプリケーショ
ン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またはダウンのステータスになっている場合、ユーザは次のことに

直面する場合があります。

•進行中のミーティングが、数分後に運用中のデータセンターに自動的に移動します。フェー
ルオーバーの状況で発生するのと同様です。PCNまたはブラストダイヤルのミーティン
グには影響ありません。
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•以前にスケジュールされたミーティングがまだ開始されていない場合は、運用中のデータ
センターに移動します。ホストまたは参加者はその他アクションをする必要はありませ

ん。

•ユーザは、通常の方法でWebexサイトの URLにログインしますが、システムは運用中の
データセンターにそのサインインをリダイレクトします。

•管理者は、ブロックされたデータセンターだけでなく運用中のデータセンターにもサイン
インできます。

•管理者は、どのデータセンターがブロックされているか、また考えられる原因について記
載のあるシステム生成の電子メールを受信します。

CPU、メモリー、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には、vSphereクライアントまたはvSphere
Webクライアントの各 CWMS仮想マシンの [パフォーマンス（Performance）]タブを使用する
ことを推奨します。vSphereクライアントまたはvSphereWeb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利点は、各仮想マシンを指定された期間に個別に監視

できることです。システムに悪影響を与える問題が存在する場合は、トラブルシュートをより

簡単に行うことができます。

CPU使用率を監視するには、
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使用率の変動とスパイクが想定されています。ただし、一般的なシ
ステムを使用している間は、すべてのレベルが 90パーセント未満である必要があります。

メモリ使用率量を監視する方法については、
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。通常の操作中は、メモリ使用量は安定している必要があります。いくつ

かの変動が想定されていますが、長期間にわたって大きくなっている傾向は、すぐにシステム

パフォーマンスに影響する保留中の問題である可能性があることを示しています。

ネットワーク使用率を監視するには、
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。ネットワーク使用量は、CWMS仮想マシンを参照して大きく変わる可
能性があり、ネットワーク使用量（バックアップ中など）のスパイクが予想されます。

アラームの表示および編集

手順

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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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 2 アラームアイコンを選択します。

[アラーム（Alarms）]ページが表示されます。

ステップ 3 アラームしきい値を変更、有効化、またはディアクティベートするには、[編集（Edit）]を選
択します。

[アラームの編集（Edit Alarms）]ページが表示されます。[割合%（Percentage %）]を選択
してアラームのしきい値をパーセントで表示するか、[数値 #（Number #）]を選択してアラー
ムのしきい値を数値として表示します。デフォルト設定では、[割合%（Percentage%）]が選
択されます。

ステップ 4 有効にするアラームのチェックボックスをオンにして、各アラームの間隔を選択します。

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 • [割合%（Percentage%）]に設定する場合は、セレクタバーを 2～ 99
パーセントに設定します。

• [数値 #（Number #）]に設定する場合は、2～ 99パーセントの数値を
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。

システム使用量のアラームのしきい値。利用方法

• [割合%（Percentage%）]に設定する場合は、セレクタバーを 2～ 99
パーセントに設定します。

• [数値 #（Number #）]に設定する場合は、ユーザの数を入力します。

デフォルト：12時間の間隔で選択されています。

ストレージのしきい値（GB数）。ストレージの上限しきい値は、（合計容
量–録音バッファサイズ）として算出されます。録音バッファのサイズは、

ストレージ

システムのサイズ [50ユーザ（1 GB）、250ユーザ（5 GB）、800ユーザ
（16 GB）、2000ユーザ（40 GB)]、開催されている Cisco Webexミーティ
ングの数、録音されたミーティングの長さによって異なります。より大規

模なユーザシステム（800～ 2000ユーザのシステム）は、より大きなデー
タベースバックアップを収容するために、より多くのストレージを必要と

します。一般に、3つのバックアップファイルを収容するのに十分なスト
レージ領域を用意します。

• [割合%（Percentage%）]に設定する場合は、セレクタバーを 2～ 99
パーセントに設定します。
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説明オプション

• [数値#（Number#）]に設定する場合は、ギガバイト数を入力します。

デフォルト：オフ。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設定している場合にの

み表示されます。ストレージ使用率/量がそれらのしきい値を超え
ると、ミーティングの録音と新しいアバター画像のアップロード

が無効にされます。詳細については、NFSまたはSSHストレージ
サーバの追加を参照してください。

（注）

ログに使用されるディスク容量（の割合）。メモリ使用率/量
のロギング（Log
Memory Usage）

システムの導入中にユーザが監査人として設定されている場合、このアラー

ムは、[監査（Auditing）]タブの監査人だけによって表示され、設定可能に
なります。システムに監査人ロールがない場合は、管理者、SSO管理者、
または LDAP管理者がこのアラームを表示し、設定することができます。

• [割合%（Percentage%）]に設定する場合は、セレクタバーを 2～ 99
パーセントに設定します。

• [数値#（Number#）]に設定する場合は、ギガバイト数を入力します。

[間隔（Interval）]には、ログのメモリ使用状況をシステムに確認させる頻
度を設定します。

永久ライセンスの使用状況。ライセンスの使

用状況 • [割合%（Percentage%）]に設定する場合は、セレクタバーを 2～ 99
パーセントに設定します。

• [数値#（Number#）]に設定する場合は、ギガバイト数を入力します。

[間隔（Interval）]を設定する場合は、割り当てられているライセンスの数
を確認する頻度を指定します。

評価用ライセンスの使用状況。評価用ライセン

ス（Grace
Licenses）

[猶予期間付き（評価用）ライセンスの所有者に通知を送信しました
（Notification was sent to the Grace license holder）]を選択すると、次の条
件のいずれかに一致する場合に、ユーザに通知が送信されます。

•ユーザに評価用ライセンスが割り当てられた場合

•ユーザに割り当てられている評価用ライセンスの期限が切れた場合

•すべての評価用ライセンスが割り当てられた場合
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アラームがしきい値を超えると、電子メールが管理者に送信されます。[間隔（interval）]は、
指定した時間内で複数のアラームを抑制し、同じ問題についてあまり多くの電子メールを送信

しないようにするために使用します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

アラームの設定が保存され、変更内容によって [アラーム（Alarms）]ページが更新されます。

ミーティングのトレンドの表示

手順

ステップ 1 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 2 ミーティングのトレンドグラフの上に、[開始（From）]と [終了（To）]の日付と時刻を選択
してトレンド期間を設定します。

•過去 4ヵ月、今月、および翌月のミーティングトレンドデータを表示できます。

•午前0時前にスケジュールされて翌日まで延長されているミーティングは、ミーティング
の開始日までにグラフに表示されます。

•ミーティングがシステム上の問題が原因で切断され、その後再接続された場合、ミーティ
ングトレンドグラフ上で 2回カウントされます。

• 1ヵ月表示および6ヵ月表示のミーティングトレンドデータは、グリニッジ標準時（GMT）
に基づいているため、24時間制では正確に表示されていません。たとえば、システムが特
定の日に200件のミーティングをホストする場合、データベースは、これらのミーティン
グの開催を現地時間ではなく GMTで記録します。1日表示と 1週間表示のミーティング
トレンドデータは、ユーザのタイムゾーンに基づいています。

•緑色のトラックには、進行中のミーティング、または終了したミーティングが示されま
す。今後のミーティングは黄色で示されます。

•選択した時間範囲が 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分間隔となり、今後のミーティングのデータポイントは 1時間間隔
となります。

•選択した時間範囲が 1日よりも長いが 1週間以内の場合、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時間間隔で表示されま
す。
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•選択した時間範囲が1週間よりも長い場合、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日間隔で表示されます。

[ミーティングのトレンド（Meeting Trend）]グラフには、選択された期間中に発生したミー
ティングの合計数が表示されます。グラフの下にある[ミーティング（Meetings）]リストに
は、選択されたトレンド期間中のミーティングがすべて表示されます。

ミーティングのトレンドエントリは、同じ名前であるため、重複して表示されている

ように見えます。エントリは、ミーティングを開始するたびに作成されます。このた

め、ミーティングが開始、停止、再開された場合、同じミーティング名を持つ複数の

エントリが表示されます。

（注）

ステップ 3 特定の時刻に開催されたミーティングのリストを表示するには、次のようにします。

a) [ミーティングのトレンド（MeetingTrend）]グラフの特定の場所をクリックして、グラフ
の下にある [ミーティング（Meetings）]リストで、選択された時間から 5分以内のミー
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（9ページ）
を参照してください。

b) [開始（From）]フィールドと [終了（To）]フィールドの下にあるグラフを選択して、開
始と終了の期間中にミーティングが行われた場合は、その日付と時刻を一覧表示します。

次に、ドロップダウンリスト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ているデータポイントは、グラフに表示されているも

のと同じです。これらのデータポイントは、主にキーボードとスクリーンリーダーを使用

するユーザのために用意されています。

グラフの上にマウスのカーソルを置くと、カーソルが指している時刻に開催されている

ミーティングの総数が表示されます。

次のタスク

•ミーティングに関する詳細情報を表示するには、「ミーティングリストの表示（9ペー
ジ）」を参照してください。

• [ミーティングの検索（Meeting Search）]タブの使用方法の詳細については、「会議の検
索（12ページ）」を参照してください。

ミーティングリストの表示

手順

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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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 2 ミーティングのトレンドグラフの上に、[開始（From）]と [終了（To）]の日付と時刻を選択
してトレンド期間を設定します。

デフォルトでは、[ミーティング（Meetings）]リストに、現時点から24時間以内のミーティン
グが表示されます。詳細については、ミーティングのトレンドの表示（8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（Meetings）]リストには、スケジュールされた開始時刻の順
にミーティングが表示されます。進行中（InProgress）、終了（Ended）、未開始（NotStarted）
のステータス順にミーティングが表示されます。[ミーティング（Meetings）]リストに表示さ
れる情報について、以下に述べます。

•トレンドグラフで選択された時間範囲

•ミーティングトピック（Meeting Topic）

•主催者名

•参加者数

•ミーティングのステータス：進行中（InProgress）、終了（Ended）、未開始（NotStarted）

ダッシュボードの使用方法
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1列目にステータスアイコンで、進行中であるか、正常（緑色）、可（黄色）または
不良（赤色）で終了したか、ミーティングのステータスを表示します。

•可（黄）は、会議中に発生した音声、ビデオの遅延またはジッターが、副しきい
値に達したため、それを監視して調査し、原因を特定する必要があることを示し

ます。

•不良（赤）は、会議中に発生した音声、ビデオの遅延、またはジッターが、主し
きい値に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ほとんどが、不良のステータス
の場合は、CiscoTechnicalAssistanceグループ（TAC）に問い合わせてください。

•次の表に、各ミーティングのステータスインジケータの詳細を示します。

不良可Goodカテゴリ

6000 ms.以上3000～ 5999 ms.3000 ms.未満データラウンドト

リップ時間

300 ms.以上100～ 299 ms.100 ms.未満音声ラウンドト

リップ時間

10%以上5～ 9%5%未満音声パケット損失

500 ms.以上100～ 499 ms.100 ms.未満音声ジッター

500 ms.以上100～ 499 ms.100 ms.未満ビデオのラウンド

トリップ時間

50%以上20～ 49%20%未満ビデオパケット損

失

500 ms.以上100～ 499 ms.100 ms.未満ビデオジッター

（注）

ステップ 3 （任意）ミーティングをソートするためのカラム見出しを選択します。

ステップ 4 ページネーション機能を使用して、次のページまたは前のページを表示します。

•各ページには最大 10件のミーティングが表示されます。

• [ミーティング（Meetings）]リストに、重複するミーティングエントリが表示されること
があります。ミーティングエントリは、ミーティングを開始するたびに作成されます。こ

のため、ミーティングが開始、停止、再開されると、同じ名前を持つ複数のミーティング

エントリがリストに表示されます。

ステップ 5 会議の一覧で会議のトピックを選択すると、会議の情報が表示されます。

リストが展開され、参加者の名前、開始時刻と終了時刻、会議のステータスなどの会議の詳細

が表示されます。
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• [タイムスタンプ (time stamp )]を選択して、ミーティング分析レポートページに移動しま
す。

• [ Download log ]を選択して、システム情報キャプチャ (Infocap)ログをローカルドライブ
に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（Meeting Search）]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

•詳細なミーティングの情報については、「ミーティング分析レポートの表示（13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（15ページ）」を参照してください。これらのログを
使用して、ミーティング中に参加者に発生した問題をトラブルシュートできます。

•検索結果を絞り込んだり、特定のミーティングを検索したりするには、「会議の検索（
12ページ）」を参照してください。

会議の検索

手順

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

ステップ 2 [ミーティングのトレンド（Meeting Trend）]セクションで、[ミーティングの検索（Meeting
Search）]タブを選択します。

ステップ 3 検索条件を入力します。

ミーティングの検索には、次のフィールドの一部またはすべてを使用します。

•ミーティング番号（Meeting Number）またはホスト（主催者）名（Host Name）

•ステータス（Status）：ドロップダウンメニューから、[すべて（All）]、[高（Good）]、
[中（Fair）]、または [低（Poor）]を選択します。

•ミーティングトピック：ミーティングトピックの最初の何文字かを入力すると、同様のト
ピックを含むすべてのミーティングを検索できます。

•開始日時（From Date and Time）：[カレンダー（calendar）]アイコンとドロップダウンメ
ニューを使用して、開始日時を選択します。

•終了日時（To Date and Time）：[カレンダー（calendar）]アイコンとドロップダウンメ
ニューを使用して、終了日時を選択します。
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ステップ 4 [検索（Search）]を選択します。
検索結果には、検索条件に一致したミーティングが一覧表示されており、[エクスポート
（Export）]ボタンが表示されます。

ステップ 5 検索結果を .CSVファイルにエクスポートするには、[エクスポート（Export）]を選択します。

ステップ 6 別の検索を開始するには、[クリア（Clear）]を選択します。
検索フィールドはクリアされますが、前回の検索の結果は検索結果に残ります。

ステップ 7 会議の一覧で会議のトピックを選択すると、会議の情報が表示されます。

リストが展開され、参加者の名前、開始時刻と終了時刻、会議のステータスなどの会議の詳細

が表示されます。

• [タイムスタンプ (time stamp )]を選択して、ミーティング分析レポートページに移動しま
す。

• [ Download log ]を選択して、システム情報キャプチャ (Infocap)ログをローカルドライブ
にダウンロードします。

次のタスク

その他のミーティング情報を表示するには、「ミーティング分析レポートの表示（13ペー
ジ）」を参照してください。

ミーティングのログと ZIP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（15ページ）」を参照してください。

ミーティング分析レポートの表示

CiscoWebexのミーティングとその参加者に関する追加情報は、[ミーティングの分析レポート
（Meetings Analysis Report）]ページで参照できます。

始める前に

1つまたは複数のミーティングが、[ミーティングのトレンド（Meeting Trend）]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（9ページ）
を参照してください。

手順

ステップ 1 [ミーティングのトレンド（MeetingTrend）]タブのミーティングリストに表示されるミーティ
ングトピックを選択します。

ステップ 2 ミーティングリストで、[ミーティングの詳細分析（AnalyzeMeeting Detail）]を選択します。
システムが情報を処理している間、システムが情報の生成を開始した日付と時刻が [保留中
（Pending）]というステータスとともに表示されます。システムが情報の生成を終了すると、
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日付と時刻がアクティブリンクになり、保留中（Pending）ステータスも [ログのダウンロード
（Download log）]というアクティブリンクに変わります。

ステップ 3 日付と時刻リンクを選択すると、[ミーティング分析レポート（MeetingAnalysisReport）]ペー
ジが表示されます。

次の情報が表示されます。

•ミーティングトピック（Meeting Topic）

•主催者の電子メールアドレス（Host's email address）

•ステータス（Status）：ミーティングの現在のステータス。値：未開始（NotStarted）、進
行中（In-Progress）、終了（Ended）。

• [開始時刻（Start Time）]：ミーティングの開始日時。

•終了時間（End Time）：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（Online Meeting ID）：ミーティングのオンライン部分に割り
当てられたミーティング ID。

•主催者より早く参加（Join Before Host）：ミーティングの主催者より早くミーティングに
参加することを参加者に許可するかどうかを指定します。

•データセンター（Data Center）：ミーティングで使用されるデータセンターの名前が表示
されます。シングルデータセンター環境では、この名前は常に CWMSシステム（CWMS
System）になります。

•ミーティング番号（Meeting Number）：ミーティングに割り当てられた 9桁の番号。

•正常性（Health）：ミーティングが全般的に正常かどうか。値は正常（Normal）、可
（Fair）、または不良（Poor）です。

•スケジュールされた開始時間（Scheduled Start Time）：ミーティングが開始される予定の
日時。

•スケジュールされた終了時間（Scheduled End Time）：ミーティングが終了する予定の日
時。

•音声ミーティング ID（AudioMeeting ID）：ミーティングの音声部分に割り当てられたミー
ティング ID。

•音声ミーティングが先に開始済み（AudioMeetingStarted First）：ミーティングの音声部分
がオンライン部分よりも先に開始されたかどうかを示します。

ウィンドウがシステムによって更新されると、ミーティングの詳細は閉じます。ミー

ティングトピックを再度選択して、日付と時刻のリンクまたは [ログのダウンロード
（Download log）]リンクを表示します。

（注）

ステップ 4 ミーティング中に生成された機能、時間、およびメッセージを表示するには、[ミーティング
メッセージ（Meeting Messages）]タブを選択します。
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ステップ 5 [参加者（Participants）]タブを選択して、ミーティングの参加者ごとに次の情報を表示しま
す。

•参加者名（Participant's name）

• Join時間

• Browser

•クライアント IPアドレス（Client IP address）：Webexサイトの IPアドレス。

•退席時刻（Leave Time）：参加者がミーティングから退席した時刻。

•退席理由（Leave Reason）：ミーティングから退席した理由。値は標準（Normal）または
タイムアウト（Timeout）です。

•電話番号（Phone Number）：ミーティングに出席するために参加者が使用する電話の番
号。

• VoIP遅延（VoIP Latency）

•音声の QoS（Audio QoS）：ミーティング中の音声の品質です。値は正常（Normal）また
は不良（Bad）です。

•ビデオの QoS（Video QoS）：ミーティング中のビデオの品質。値は正常（Normal）また
は不良（Bad）です。

•クライアント遅延（ClientLatency）：ミーティングクライアントからデータミーティング
サーバーに到達するまでの遅延。値は正常（Normal）または不良（Bad）です。

•ホスティングサーバー（HostingServer）：ミーティングをホストした仮想マシンの名前。
この名前は、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 FQDNが susmicro-vm.orionqa.comの場合、susmicro-vm

が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（15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
ミーティング中にユーザが経験した問題のトラブルシュートに関する情報を提供するシステム

生成ミーティングログをダウンロードできるのは、Cisco Webexミーティングが進行中である
か終了したときです。
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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。

ステップ 2 [ミーティングのトレンド（Meeting Trend）]タブを選択してから、[開始（From）]と [終了
（To）]の範囲を選択して、選択した時間枠で発生したミーティングのグラフを表示します。

ステップ 3 [ミーティングのトレンド（Meeting Trend）]グラフの特定の場所をクリックして、グラフの
下にある [ミーティング（Meetings）]リストで、選択された時間から 5分以内のミーティング
を一覧表示します。

ステップ 4 ミーティングの一覧で、ミーティングのトピックを選択します。
選択したミーティングのトピックの下に、そのミーティングに関する情報が表示されます。

ステップ 5 [ダウンロードログ（Download logs）]を選択します。

次のタスク

ダウンロードされたミーティングログの詳細については、ミーティングログについて（16
ページ）を参照してください。

ミーティングログについて
ダウンロードされたMeeting Logs圧縮ファイルには、次のログが含まれています。

データカンファレンスログ

このログには、オンラインミーティングに関する情報が含まれています。

• Conference ID

•会議 ID

• Scheduled Start Time

•開始時刻

•終了時刻

•ホストの電子メールアドレス

• [サイトURL（Site URL）]

•ミーティングのタイプ：ミーティングのクライアント

•ミーティング名：ミーティングのトピック。

•プライマリコールイン番号

•セカンダリコールイン番号

•終了時に会議を削除：会議の終了時にこの会議を [ミーティングの詳細]ページから削除す
るかどうかを示します。
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•会議のステータス

•アプリケーション共有：ミーティング中にアプリケーション共有機能が使用されたかどう
かを示します。

•通常のテレフォニー：参加者がテレフォニーを使用してミーティングにコールしたかどう
かを示します。

•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

•モバイル用の音声ブロードキャスト

マルチメディアログ

このログでは、MMPに関連するオーディオストリーム、音声切り替え、およびSVCストリー
ムへの適合に関する情報を提供します。

•会議名

• Conference ID

• Session Type

• Participants

•参加数

• MCSサーバ

•開始時刻

•終了時刻

•時間

テレビ会議のログ

このログには、テレビ会議に関する情報が含まれています。

• TeleConf ID
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•アプリケーションサーバ

•発信者

•折返し

•コールイン

•開始時刻

•終了時刻

•時間

•説明

•アカウントの種類

Web参加イベントログ

このログには、Web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：ミーティングトピックを表示します。

•会議 ID：データ会議のインスタンス ID。

•サイト ID：Cisco Webexサイトの名前。

•参加者：Web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ホストは、この合計数に含まれません。（注）

•参加総数：ミーティングに参加した人の合計数。

•開始時刻：ミーティングの開始日時。

•終了時刻：ミーティングの終了日時。

•期間：ミーティングの期間（分単位）。

•終了理由：会議が終了した理由。

メンテナンスウィンドウのスケジュール
メンテナンスモードをオンにすると、進行中のすべての会議が終了し、[今すぐミーティング
(Meet Now)]機能が使用できなくなります。単一の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、ユーザに事前に通知します。メ

ンテナンス期間中に、現在進行中の会議が終了し、メンテナンスウィンドウと重複する会議を

スケジュールできないことをユーザに通知します。マルチデータセンターシステムを実行して
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いて、1つのシステムだけがメンテナンスモードになっている場合、会議はアクティブなシス
テムに透過的にフェールオーバーし、ユーザに通知する必要はありません。

たとえば、管理者は単一のデータセンターシステムを1時間停止してメンテナンスすることを
望んでいます。管理者は、会議がスケジュールされていないと思われる時間をスケジュールす

ることができます。会議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

てミーティングホストに通知する必要があります。その後、ホストは、メンテナンス期間外

に、別の時間に会議を再スケジュールすることができます。ホストがスケジュールされた会議

を続行しようとすると、終了します。

新しい認証局 (CA)証明書のアップロードなど、計画されたタスクが完了するまでに長時間必
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ます。たとえば、メンテナンス期間

をスケジュールする場合は、メンテナンスモードをオンにする予定の30分前の開始時刻を指定
します。これにより、すべての会議の猶予期間が正常に終了します。また、すべてのメンテナ

ンス期間に1時間を追加することをお勧めします。追加の時間によって、リブート後にシステ
ムが機能するようになります。また、ユーザが会議のスケジュールまたは主催を試みる前に、

1つ以上のインスタントミーティングを開始して、変更され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に、再起動またはリブートを完了するために余分な時

間を必要とするタスクがあります。システムの再起動には数分 (約3-5分)しかかかりませんが、
リブートには約30分かかります。詳細については、メンテナンスモードのオン/オフの切り替
え（23ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 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 2 [メンテナンスのスケジュール（Schedule Maintenance）]を選択します。
[メンテナンス期間のスケジュール（Schedule Maintenance Window）]が表示されます。

ステップ 3 カレンダーツールと [時間 (time)]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 時間と分数を指定して、メンテナンス時間帯の期間を入力します。

ステップ 5 [スケジュール（Schedule）]を選択します。

メンテナンスウィンドウが開始されると、ユーザは、スケジュールされたメンテナンス時間内

にある会議をスケジュールしようとすると、エラーメッセージを受け取ります。メンテナンス

ウィンドウをスケジュールしても、システムが自動的にメンテナンスモードになることはあり

ません。そのためには、管理者が実行する必要があります。
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スケジュールされたメンテナンス期間の日付、開始時刻、および期間が [メンテナンス
(Maintenance)]ペインに表示されます。

次のタスク

システムユーザへの電子メールの送信メンテナンスイベントのユーザへの通知の詳細について

は、を参照してください。

スケジューリングしたメンテナンス時間帯の変更

メンテナンス時間帯をスケジューリングした後で、日付と時刻を再スケジューリングしたりメ

ンテナンス時間帯を削除したりすることもできます。

手順

ステップ 1 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 2 [ダッシュボード（Dashboard）]を選択します。

ステップ 3 表示されるシステムメンテナンスの日付と時刻を選択します。

ステップ 4 [メンテナンスのスケジュール（Schedule Maintenance）]ウィンドウで、次の内容が実施でき
ます。

•別の開始日時を入力する。
•メンテナンス時間帯の正時と分を変更する。
• [削除（Delete）]を選択して、[メンテナンス（window）]ウィンドウを削除する。

システムメンテナンスを早めに完了する場合は、[メンテナンスのスケジュール（Schedule
Maintenance）]ウィンドウで期間を短くするか、[削除（Delete）]を選択します。

次のタスク

システムプロパティを変更する前に、メンテナンスモードにします。メンテナンスモードを有

効にする必要があるシステムプロパティの詳細については、「メンテナンスモードについて

（21ページ）」を参照してください。
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メンテナンスモードについて
多くの設定変更では、システムをメンテナンスモードにする必要があります。メンテナンス

モードでは、データセンターのすべての会議機能がシャットダウンされるため、メンテナンス

ウィンドウをスケジュールすることメンテナンスウィンドウのスケジュール（18ページ）に
よってユーザに警告する必要があります (を参照)。

詳細については、メンテナンスモードのオン/オフの切り替え（23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、次のようになります。

•ユーザを切断し、すべての会議を閉じます。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と、進行中の会議はアクティブな

データセンターにフェールオーバーします。

•ユーザが webページ、Outlookプラグイン、および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します。システムのメンテナンスモードが終了すると、電子メールが

自動的に送信されます。

•会議の録画へのアクセスが停止されます。

•ユーザが会議をスケジュールしたりホストしたりできないようにします。

システムは、ユーザおよび管理者に自動通知電子メールを送信し続けます。

次の表を使用して、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決定します。これにより、ダウンタイム

を計画できます。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タス

クを実行しようとすると、システムによって通知メッセージが表示されます。

再起動または再

起動

必要なメンテナ

ンスモード

参考資料タスク

RebootY高可用性システムの追加ハイアベイラビリティの追加

または削除

再起動YIRPを使用したシステムへの
パブリックアクセスの追加ま

たはパブリックアクセスの削

除

パブリックアクセスの追加ま

たは削除

再起動Y会社情報の設定システムのデフォルト言語の

変更

再起動YWebexサイトの設定の変更ホストまたは管理者アカウン

トの Urlの変更
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再起動または再

起動

必要なメンテナ

ンスモード

参考資料タスク

なしN電子メール（SMTP）サーバ
の構成

メールサーバの変更

RebootYプライベートおよびパブリッ

ク仮想 IPアドレスの変更
仮想 IPアドレスの変更

なしNブランディング設定の構成ブランディング設定の構成と

変更

再起動Y音声設定音声設定の多くの設定と変更

なしNオーディオ設定の変更コールインアクセス番号、表

示名、および発信者 IDオー
ディオ設定の設定と変更。

なしNサービス品質（QoS）の構成QoSの設定および変更

再起動YSNMPの設定SNMPの設定および変更

再起動または再

起動

Y証明書の管理証明書の設定

再起動Yストレージサーバを使用した

ディザスタリカバリ

ディザスタリカバリ設定の構

成

再起動YFIPS準拠の暗号化の有効化FIPS互換暗号化の設定

再起動YNFSまたは SSHストレージ
サーバの追加

ストレージサーバの設定

RebootY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の

設定

再起動Yシステム拡張の準備システムサイズの拡張

再起動Yシステムのアップグレード更新またはアップグレードの

実行

再起動Y証明書の管理共有キーの更新

再起動Yシステムリソーステストの使

用

システムリソーステストの使

用

各仮想マシンには、メンテナンスモードになっていることを示すコンソールウィンドウがあり

ます。VCenterインベントリバーでコンソールウィンドウを開くことができます (ナビゲーショ
ン用)。コンソールウィンドウには、システムのURL、システムのタイプ (プライマリ、ハイア
ベイラビリティ、またはパブリックアクセス)、導入のタイプ (50ユーザ、250ユーザ、800ユー
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ザ、または2000ユーザシステム)、およびステータス変更の時刻と日付を含む現在のシステム
ステータスが表示されます。表示される時間は、会社情報の設定で設定されます。詳細につい

ては、会社情報の設定を参照してください。

システムメンテナンスタスクの完了

システム設定の変更が完了したら、メンテナンスモードをオフにすることができます。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

よって、要件を示すメッセージが表示されます。

•行った変更には、数分だけかかるシステムの再起動が必要です。

•ユーザが行った変更には、システムのサイズに応じて約30分かかるシステムの再起動が必
要です。この間、会議機能は使用できません。

メンテナンスモードがオフの場合、[ダッシュボード (Dashboard )]ページが更新されます。[シ
ステムプロパティ (System Properties )]ページにリストされているすべての仮想マシンが良好
なステータス (緑色)を表示すると、システムはユーザが会議を正常に開始する準備ができてい
ます。詳細については、メンテナンスモードのオン/オフの切り替え（23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が、スケジュールされたメンテナンスウィンドウが引

き続き有効になっている場合、ユーザは、以前にスケジュールされた会議を主催して出席する

ことはできますが、メンテナンスウィンドウが終了するまで新しい会議をスケジュールするこ

とはできません。

関連トピック

メンテナンスウィンドウのスケジュール（18ページ）
メンテナンスモードのオン/オフの切り替え（23ページ）

メンテナンスモードのオン/オフの切り替え
すべてのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、会議機能がシャッ

トダウンし、ユーザがWebexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議
に参加したり、会議の録画を再生したりできなくなります。一部のアクションでは、マルチ

データセンター (MDC)環境内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は
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と、進行中の会議は終了し

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分かかる)か、再起動
(約30分かかる)が必要であるかを判断し、適切なメッセージを表示します。どのシステムタス
クでメンテナンスモードをオンにする必要があるかについては、メンテナンスモードについ

て（21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、スケジュールされたシステムメンテナンス時間をユーザ

に通知します。詳細については、メンテナンスウィンドウのスケジュール（18ページ）を参
照してください。

ダッシュボードの使用方法

23

ダッシュボードの使用方法

メンテナンスモードのオン/オフの切り替え

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter15.pdf#nameddest=unique_114


手順

ステップ 1 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 2 ダッシュボードから、[メンテナンスモードの管理 (Manage Maintenance Mode)]を選択しま
す。

[メンテナンスモードの管理 (Manage Maintenance Mode )]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、またはメンテナンスモードを終了す
るデータセンターの選択を解除します。

ステップ 4 [保存]を選択します。

ステップ 5 （オプション）仮想マシンをバックアップします。

ステップ 6 （オプション）システムが完全に動作中かどうかを判断するには、[ダッシュボード
（Dashboard）] > [システム（System）] > [詳細情報（ViewMore）]（[システム（System）]セ
クション内）を選択します。

リストされているすべての仮想マシンのステータスが良好な場合(緑色)、会議機能は再開でき
ます。

HostIDと ConfIDを使用したミーティング録音の検索
ミーティングに対してHostIDおよびConfIDの値を使用すると、そのミーティングの録音への
パス見つけることができます。

始める前に

Network File System（NFS）ディレクトリ構造について理解しておいてください。

手順

ステップ 1 ミーティングのホストの完全な名前、会議の日付と時刻、およびミーティングの番号を取得し
ます。

ステップ 2 CWMS Site Administrationでは、[ユーザ（Users）] > [ユーザのインポートとエクスポート
（Import/Export Users）]の順に選択し、[エクスポート（Export）]をクリックします。
users.csvファイルが添付された電子メールをシステムから送信します。

ステップ 3 CWMSサイト管理の場合は、[レポート（Report）] > [レポートのカスタマイズ（Customize
your report）]に移動して、会議が行われた日付と時刻が含まれている期間を選択します。
CustomReport.zipファイルが添付された電子メールをシステムから送信します。
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ステップ 4 MeetingInformation.csvを、CustomReport.zipファイルから抽出します。

ステップ 5 users.csvファイルを開き、ホストの名前を使用して、ホストのユーザ ID（ファイルの最初の
カラム）を検索します。

ユーザ IDは、ディレクトリ構造で使用されている HostIDと同じです。

ステップ 6 MeetingInformation.csvファイルを開き、日付を基準にデータを並べ替えます。

ステップ 7 ミーティング番号を検索し、ステップ 1で収集した詳細が一致していることを確認します。

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ている ConfIDと同じです。

ステップ 9 収集した情報を使用して、録音のパスである
NFSstorageIPaddressorFQDNpath/1/HostID%1000/HostID/ConfID%1000/ConfIDを構成します。

例：Where UserID=2711 and MeetingID=49782

HostID%1000 of 2711 = 711

HostID = 2711

ConfID%1000 of 49782 = 782

ConfID = 49782

Full path = NFSstorageIPaddressorFQDNpath/1/711/2711/782/49782

関連トピック

Network File Systemのストレージ（25ページ）

Network File Systemのストレージ
Network File System（NFS）のストレージ構造は、次の 5つのディレクトリ（フォルダ）で構
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音と以下のサブディレクトリ構造が含まれ
ています。

• HostID%1000：ホスト IDが 3桁より大きい場合、そのサブディレクトリ名はホスト ID
の最後の 3桁を基にします。

• HostID：このサブディレクトリ名はホスト IDと完全に一致しており、各ユーザに固有と
なります。

• ConfID%1000：会議 IDが 3桁より大きい場合、そのサブディレクトリ名は会議 IDの最
後の 3桁を基にします。

• ConfID：このサブディレクトリ名は会議 IDと完全に一致しており、各会議に固有となり
ます。このサブディレクトリには、次のサブディレクトリが含まれています。

• RecordingData：このディレクトリには、録音のストリーミングに必要なすべての
統合された録音ファイルが含まれています。存在するファイルには、wbxcbr.dat、
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wbxcbr.idx、wbxcbr.conf、Wbxcbr_tel.wav、wbxmcsr.dat、wbxmcsr.idx、および
public.wbxcbrがあります。

• RecordingPac：ホストがWebexサイトから録音ファイルをダウンロードした後に
のみ、このディレクトリが作成されます。このディレクトリには、NBRPlayerを使用
して PC上でローカルに再生できる ARF録音ファイルが含まれています。

表 1 : HostID%1000または ConfID%1000 Sub-directoryの名前の決定

1番目のサブディレクトリ名条件（Condition）

534ホスト IDまたは完全な会議 IDが 6534。1

45ホスト IDまたは完全な会議 IDが 23045。2

0ホスト IDまたは完全な会議 IDが 35000。3

42ホスト IDまたは完全な会議 IDが 42。4

1
ホスト IDまたは完全な会議 IDには 3桁以上の数字が含まれています。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。

2
ホスト IDまたは完全な会議 IDの最後の 3桁に先行ゼロが含まれている場合、システム
はサブディレクトリ名から先行ゼロを削除します。

3
ホスト IDまたは完全な会議 IDの最後の 3桁がすべて 0の場合、サブディレクトリ名は、
0になります。

4
ホスト IDまたは完全な会議 IDの数字が 3桁よりも少ない場合、サブディレクトリ名が
一致します。

カレンダー年の名前付きディレクトリ：2017年の場合、ディレクトリ名は 2017です。システ
ムによって、毎年新しいフォルダが作成されます。CWMSソリューションが数年間存在する
場合は、2016、2015、および 2014ディレクトリなどの他のディレクトリが表示されます。シ
ステムはこのディレクトリを使用して、ミーティング中に会議の録音ファイルを一時的に保存

します。会議が終了すると、システムはこのディレクトリから関連ファイルを統合し、それら

を名前が1のディレクトリに移します。このディレクトリには、次のサブディレクトリ構造が
含まれています。

•数字で表示された月のディレクトリ：同年の毎月のディレクトリが作成されます（1～
12）。

• Conf IDディレクトリ：このディレクトリには、次のサブディレクトリが含まれていま
す。

•アクション：このディレクトリには、関連するミーティング（Conf ID）の .dct録音
ファイルが含まれます。

•データ：このディレクトリには、関連するミーティング（Conf ID）の .datおよび .idx
録音ファイルが含まれます。

アバター：このフォルダには、アバター用のすべての画像がシステムに保存されます。
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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通常の
チェックに関する情報を含むファイルが格納されています。このディレクトリには、次の2種
類のファイルがあり、どちらもシステムのみが使用します。

•数字を含むファイル名：これらのファイルは空です。

• .nkl拡張子のファイル：wbxcbまたは wbxmcsで始まる名前のファイルで、.nkl拡張子に
は、0が含まれています。

Snapshot_folder：これらのディレクトリには、システムの毎日バックアップが保存されて
います。システムは複数の Snapshot_folderを作成できます。マイナーアップデートを実行す
る前に、システムはバックアップをとりますが、これらのバックアップファイルは、NFSスト
レージから自動的に削除されません。システム上で実行されているすべてのマイナーアップ

デートに対して、システムは、アップデートが実行される直前にバックアップを含む

Snapshot_folderを作成します。

関連トピック

HostIDと ConfIDを使用したミーティング録音の検索（24ページ）
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