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システムの自動展開：ワークフロー

始める前に

データセンターを導入する前に、[音声暗号化済み -AE（Audio Encrypted -AE）]または [音声非
暗号化（Audio Unencrypted -AU）]を選択します。導入後は、1つの型から別の型に変換する
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ことはできません。1つのタイプのシステムからデータをアーカイブしたり、データをバック
アップしたりすると、その他のタイプのシステムにデータをアップロードできなくなります。

アップグレード中または更新中に、オーディオ暗号化タイプを変更することはできません。導

入後、システムの音声暗号化のタイプを別のタイプに変更する唯一の方法は、新しいシステム

を導入することです。

手順

ステップ 1 VMware vSphere Clientからの OVAファイルの展開（3ページ）

ステップ 2 設定対象となる言語の選択（7ページ）

ステップ 3 展開の確認（8ページ）

ステップ 4 システムのサイズの確認（8ページ）

ステップ 5 インストールするシステムの選択（9ページ）

ステップ 6 展開のタイプの選択（10ページ）

ステップ 7 VMware vCenter資格情報の指定（10ページ）

ステップ 8 メディア仮想マシンとWev仮想マシンの vCenter設定の選択（11ページ）

ステップ 9 メディア仮想マシンとWeb仮想マシンのネットワーク情報の入力（11ページ）

ステップ 10 パブリックアクセスの追加（12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設定の選択（13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（14ページ）

ステップ 13 パブリック VIPアドレスの入力（14ページ）

ステップ 14 パブリック VIPアドレスの入力（15ページ）

ステップ 15 Webexの共通サイト URLと管理サイト URLの入力（16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の確認（18ページ）

ステップ 17 仮想マシンの自動展開（18ページ）

ステップ 18 システムのチェック（20ページ）

手動でのシステムの展開：ワークフロー

始める前に

データセンターを導入する前に、[音声暗号化済み -AE（Audio Encrypted -AE）]または [音声非
暗号化（Audio Unencrypted -AU）]を選択します。導入後は、1つの型から別の型に変換する
ことはできません。1つのタイプのシステムからデータをアーカイブしたり、データをバック
アップしたりすると、その他のタイプのシステムにデータをアップロードできなくなります。

アップグレード中または更新中に、オーディオ暗号化タイプを変更することはできません。導

入後、システムの音声暗号化のタイプを別のタイプに変更する唯一の方法は、新しいシステム

を導入することです。
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手順

ステップ 1 VMware vSphere Clientからの OVAファイルの展開（3ページ）

ステップ 2 設定対象となる言語の選択（7ページ）

ステップ 3 展開の確認（8ページ）

ステップ 4 システムのサイズの確認（8ページ）

ステップ 5 インストールするシステムの選択（9ページ）

ステップ 6 展開時のシステムキャパシティの拡張（9ページ）

ステップ 7 展開のタイプの選択（10ページ）

ステップ 8 パブリックアクセスの追加（12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設定の選択（13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（14ページ）

ステップ 11 パブリック VIPアドレスの入力（14ページ）

ステップ 12 パブリック VIPアドレスの入力（15ページ）

ステップ 13 Webexの共通サイト URLと管理サイト URLの入力（16ページ）

ステップ 14 ネットワークが適切に構成されていることの確認（18ページ）

ステップ 15 仮想マシンの手動展開（19ページ）

ステップ 16 システムのチェック（20ページ）

VMware vSphere Clientからの OVAファイルの展開
OVAテンプレートは、仮想マシンごとに2つの仮想 Nicを作成します。ただし、両方の仮想
Nicを使用するのは管理仮想マシンだけです。他の Cisco Webex meeting 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つの仮想 Nicは切断されます。

以下の手順は一般的な手順として記載しています。OVA展開中に表示される画面は、vCenter、
ストレージ、およびネットワーキングの設定によって異なるので、この手順に示されている画

面とは異なる場合があります。OVAウィザードの詳細については、VMware vSphereのマニュ
アルを参照してください。

始める前に

お使いのシステムの Cisco Webex Meetings Serverの OVAファイルを取得して、Cisco Meeting
ServerVMware vSphereからアクセス可能な場所に配置します。VMware vSphereクライアント
を使用して、システムの管理仮想マシンを展開します。

VMware vCenterを使用して、Cisco Webex Meetings Serverシステムが導入される ESXiホスト
を管理してください。vSphereクライアントを使用して、vCenterにサインインして管理仮想マ
シンの OVAファイルを展開します。
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手順

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにサインインします。

仮想マシンの展開、設定、電源投入/切断、および削除を行える管理者権限を持ったユーザと
してサインインする必要があります。

ステップ 2 [ファイル（File）] > [OVFテンプレートの展開...（Deploy OVF Template...）]の順に移動しま
す。

ステップ 3 [参照（Browse）]をクリックして OVAファイルの場所に移動するか、OVAサービス拠点の
URLを入力して、[次へ（Next）]をクリックします。

CiscoWebexMeetings Serverのリンクをクリックすると、このシステムの詳細情報を含むWeb
ページにアクセスできます。

ステップ 4 「エンドユーザライセンス契約（End User License Agreement）」を読んでから、[同意する
（Accept）]をクリックして [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 5 管理仮想マシンを配置する vCenterインベントリに移動し、その中から場所を選択します。

ステップ 6 システムサイズの仮想マシンの名前を入力して、[次へ（Next）]を選択します。会社の正しい
サイズを選択する方法の詳細については、システム展開に関する全般情報を参照してくださ

い。

自動展開（推奨）を選択した場合は、仮想マシンが自動的に展開されます。手動展開（2000人
の同時使用ユーザがいるシステムの場合は必須）を選択した場合は、同じウィザードを使用し

て各仮想マシンを展開する必要があります。

仮想マシン名にはタイプを含めることをお勧めします。たとえば、管理仮想マシン名は"Admin"
を含めておくことで vCenterインベントリで簡単に識別できるようになります。

システムのすべての内部仮想マシンは、管理仮想マシンと同じサブネットに存在している必要

があります。選択したシステムサイズによって、1つ以上のメディア内部仮想マシンとWeb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 ドロップダウンリストから、システムサイズに対応する仮想マシンを選択して、[次へ（Next）]
を選択します。

ステップ 8 VCenterインベントリ内を移動して、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、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 9 クラスタにリソースプールが含まれている場合は、OVAテンプレートを展開するリソース
プールを選択して、[次へ（Next）]を選択します。

リソースプールは、DRSやvMotionなどのVMware機能で使用するCPUおよびメモリのリソー
スを共有するためのものです。リソースプールは、単一の ESXiホスト専用にする必要があり
ます。VMwareリソースプールは Cisco Webex Meetings Serverでは使用しないでください。

ステップ 10 仮想マシンのデータストアと、仮想マシンのプロビジョニングの種類を選択します。

システムに必要な仮想ディスクの最大容量を作成し、[シックプロビジョニング（Thick
Provisioning）]を選択する必要があります。シンプロビジョニングを使用すると、VMwareは
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ファイルシステムのスペースを必要に応じて割り当てることになり、パフォーマンス低下の原

因となる可能性があります。[レイジーゼロ（Lazy Zero）]なら十分ですが、[イーガーゼロ
（Eager Zero）]でも許容されます。[イーガーゼロ（Eager Zero）]の方が、完了するまでによ
り多くの時間がかかります。

ステップ 11 [送信先ネットワーク（Destination Networks）]列で、各送信元ネットワークの送信先ネット
ワークを選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

VMネットワークとVIPネットワークは、[送信先ネットワーク（DestinationNetwork）]
列の同じ値にマッピングされている必要があります。同じホストネットワークにマッ

ピングされている複数の送信元ネットワークに関する警告メッセージは無視して構い

ません。

（注）

ステップ 12 仮想マシンの次の情報を入力して、[次へ（Next）]をクリックします。

•仮想マシンのホスト名（この名前にはドメインを含めないでください）

•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IPアドレス

•この仮想マシンのホスト名と IPアドレスのエントリが格納されているプライマリ DNS
サーバー

•セカンダリ DNSサーバには、この仮想マシンのホスト名と IPアドレスのエントリが含ま
れています（1つのDNSサーバだけが設定されているシステムは、単一障害点が作成され
るため、危険にさらされます。ネットワーク冗長性を作成するようにセカンダリDNSサー
バを設定することをお勧めします。

•インストール手順中に、この仮想マシンの電源を入れた後に表示される言語

DNSに関する問題を回避するため、OVA展開を開始する前に URLと IPアドレスを
テストすることができます。エラーがあると、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。誤りがある場合は、[戻る（Back）]をクリックして値を変更しま
す。

ステップ 14 システムを手動でアップグレードする場合は、[完了（Finish）]をクリックしてシステムの手
動アップグレードに移動します。それ以外の場合は、[展開後に起動（Power on after
deployment）]チェックボックスにチェックを入れ、[終了（Finish）]をクリックします。

元のシステムからアップグレードシステムへのデータの手動展開によるアップグレードは、

アップグレードシステムを展開したがまだ電源を入れていない場合に実行する必要がありま

す。

ステップ 15 管理仮想マシンを展開する場合は、vCenterに移動し、仮想マシンのコンソールウィンドウを
開きます。

システムの展開：ワークフローと手順
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接続を確認できた場合は、緑色のチェックマークが表示されます。

問題がある場合は、赤色のXが表示されます。エラーを修正し、OVAの展開を再度試みます。

ステップ 16 コンソールウィンドウに表示された、大文字と小文字を区別する URLを書き留めます。

この URLは、システムの展開を続行するのに必要となります。

設定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ます。この新し

いパスコードを使用して、その URLを使用する必要があります。

次のタスク

手動展開を実行する場合は、この時点でシステムの残りの仮想マシンを展開することを推奨し

ます。これにより、仮想マシンの電源投入時のタイムアウトなどの問題が回避されます。

手動展開が成功した場合は、ブラウザウィンドウでシステムの展開を続行します。

展開に失敗した場合は、OVAの展開失敗後のネットワーク設定の確認（6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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

OVAの展開失敗後のネットワーク設定の確認
仮想マシンのネットワーキングエントリを確認します。

システム内のすべての仮想マシンに対して、[設定の編集...（Edit Settings...）]を使用せず、導
入の失敗後に使用します。システムが起動して稼働したら、Webex管理サイトを使用して仮想
マシンの設定をさらに編集する必要があります。vSphereクライアントを使用する場合、これ
らの変更はシステムによって受け入れられません。

重要

手順の詳細については、VMware vSphereのマニュアル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、仮想マシンの [電源（Power）] > [ゲストのシャットダウン（Shut
Down Guest）]を選択します。

ステップ 2 インベントリ内の仮想マシンを見つけて、[設定の編集...（Edit settings...）]を右クリックしま
す。.

システムの展開：ワークフローと手順
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ステップ 3 [Options]タブを選択します。

ステップ 4 [プロパティ（Properties）]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、OVAを適切な設定で再展開します。

考えられるネットワーキング上の問題の 1つは、ESXiホスト用の VLANルーティングが正し
く設定されていないことです。仮想マシンがその VLAN上にあるためネットワーク接続でき
ません。ESXiホストが存在するネットワークから、システム内の仮想マシンに使用するVLAN
のデフォルトゲートウェイ IPアドレスに pingできる必要があります。

設定対象となる言語の選択
システムをセットアップするために使用する言語を設定します。

システムの展開が完了するまでは、このブラウザウィンドウを閉じないでください。完了しな

いうちにブラウザを終了すると、展開をやり直さなければならなくなります。

CWMSシステムは、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。これは他
のどの言語でも英語から翻訳されていません。

（注）

始める前に

VMware vCenterから管理仮想マシンを展開しておきます。VMware vSphere Clientからの OVA
ファイルの展開（3ページ）を参照してください。

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 [Next]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）
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展開の確認

手順

ステップ 1 新しいシステムの展開、または既存のシステムの拡張を指定します。

ステップ 2 [Next]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムのサイズの確認
システムのサイズは、OVAファイルを使用して管理仮想マシンを展開したときに選択しまし
た。

手順

ステップ 1 OVAの展開時に選択したシステムサイズが正しいことを確認するには、[次へ（Next）]をク
リックします。

ステップ 2 システムサイズが誤っている場合は、[システムサイズを変更する（I want to change System
Size）]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、不正なシステムサイズの管理仮想マシンを特定し
ます。

ステップ 4 仮想マシンの [電源（Power）] > [シャットダウンゲスト（Shut DownGuest）]をクリックしま
す。

ステップ 5 仮想マシンを右クリックし、[ディスクから削除（Delete from Disk）]をクリックします。

ステップ 6 OVAファイルを再展開して、適切なシステムサイズに対応する管理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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムの展開：ワークフローと手順
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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確認します。

•このシステムを初めてインストールする場合は、[プライマリシステムのインストール
（Install a primary system）]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）システムを追加し
ている場合は、[高可用性（HA）冗長システムの作成（Create a High Availability (HA)
redundant system）]を選択します。

プライマリシステムをインストールする前に、HAシステムをインストールしないでください。
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限り、HAシステムは使用できないた
めです。

ステップ 2 [Next]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

展開時のシステムキャパシティの拡張
大規模なシステムの導入時には、2000から最大 4000のポートまでシステムを拡張できます。
このオプションは、大規模なシステムを導入する場合にのみ表示されます。

手順

ステップ 1 [増設ユニットの作成（Create extension units）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 2 ドロップダウンリストから増設ユニットの数を選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

各拡張ユニットは、最大700ポート、システムだと最大4000ポートまで追加します。
拡張ユニットを 3つ追加する場合は、700 + 700 + 600ポートを追加して、システム
キャパシティを 2倍にします。

（注）

関連トピック

手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムの展開：ワークフローと手順
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展開のタイプの選択
システムの仮想マシンの自動展開または手動展開を選択できます。自動展開と手動展開のいず

れを選択するかは、次の考慮事項によって異なります。

•時間の制約がある場合には、自動展開の方が手動展開よりも手軽です。

•詳細が示されるガイダンスの使用を選択すると自動展開中に表示されます。

• VMware vCenterを熟知しているので vCenterの資格情報を提供する必要がない場合は、手
動展開を選択します。

2000人規模のユーザシステム（常に手動での展開が必要）を導入する場合以外は、[自動
（Automatic）]を選択することをお勧めします。

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：お使いのシステムに必要なすべての仮想マシンが導入されています。

•手動：VMwarevCenterを使用して各仮想マシンを手動で展開します。システムについての
いくつかの質問に答えると、システムに必要な仮想マシンが一覧表示されます。

ステップ 2 [Next]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

VMware vCenter資格情報の指定
自動展開を選択した場合、Cisco Webex Meetings Serverにより、仮想マシンを展開するために
vCenterの資格情報が必要とされます。

始める前に

システム用のすべての ESXiホストが、同じ VMware vCenterに属している必要があります。

手順

ステップ 1 システムの展開先となる vCenterの、セキュア HTTPSの URLを入力します。

システムの展開：ワークフローと手順
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ステップ 2 仮想マシンの展開に使用されるユーザ名を入力します。VCenterユーザには、管理者として仮
想マシンを展開、設定、電源投入/切断、および削除できる管理者権限を付与する必要があり
ます。

ステップ 3 このユーザ名のパスワードを入力します。

ステップ 4 [Next]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（1ページ）

メディア仮想マシンとWev仮想マシンの vCenter設定の
選択

メディア仮想マシンは小、中、大規模システムのいずれの場合も必須です。Web仮想マシンは
大規模システムに必須です。

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仮想マシンに対し、ESXiホストを選択しま
す。

ステップ 2 メディアまたはWeb仮想マシンに対し、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仮想マシンに対し、仮想マシンポートグループを選択します。

シスコでは、管理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てい

ます。

ステップ 4 [Next]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（1ページ）

メディア仮想マシンとWeb仮想マシンのネットワーク情
報の入力

メディアおよびWeb仮想マシンの完全修飾ドメイン名を入力すると、Cisco Webex Meetings
Serverによってネットワーキング情報が設定されます。

システムの展開：ワークフローと手順
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メディアおよびWeb仮想マシンは、管理仮想マシンと同じサブネット上に存在する必要があ
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 [Next]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（1ページ）

パブリックアクセスの追加
IRPを使用してパブリックアクセスを追加した場合、ファイアウォールの外部のユーザは、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または参加できます。IRP仮
想マシンは、データセンター単位でいつでもシステムに追加できます。複数データセンター

（MDC）環境で 1つのデータセンターに IRPを追加すると、ファイアウォールの外部のユー
ザがシステム全体にアクセスできるようになります。外部アクセスを防止するには、すべての

IRP仮想マシンをシステムから削除する必要があります。

セキュリティ上の理由により、管理仮想マシンが使用しているサブネットとは異なるサブネッ

ト上で、インターネットリバースプロキシを検出することを推奨します。これにより、イン

ターネットリバースプロキシと内部仮想マシン（該当する場合は管理仮想マシンおよびメディ

ア仮想マシン）間でネットワークレベルの分離をすることができます。

マルチデータセンター（MDC）環境では、結合されたデータセンターを拡張またはアップグ
レードすることはできません。セカンダリデータセンターは、MDCから削除し、単一データ
センター（SDC）として拡張または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

ストレージサーバをインターネットリバースプロキシ（IRP）サーバに接続する必要はあり
ません。

管理仮想マシンと IRP仮想マシン間にファイアウォールが設定されている場合、一時的な IP
アドレスはファイアウォールを介して承認されます。

システムの展開：ワークフローと手順
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手順

ステップ 1 外部ユーザがミーティングをホストできるか、または参加できるかを選択します。

•パブリックアクセスを追加する場合は、[インターネット逆プロキシ仮想マシンの作成
（Create an Internet Reverse Proxy virtual machine）]が選択されていることを確認しま
す。

•社内のユーザ（ファイアウォールの内側のユーザ）だけにミーティングをホストさせたり
ミーティングに参加させたりする場合は、[インターネット逆プロキシ仮想マシンの作成
（Create an Internet Reverse Proxy virtual machine）]をオフにします。

ステップ 2 [Next]を選択します。

次のタスク

•パブリックアクセスを使用した場合インターネットリバースプロキシ（IRP）の vCenter
設定の選択（13ページ）

•パブリックアクセスを使用しない場合パブリック VIPアドレスの入力（15ページ）

• IPv6クライアントの接続クライアント接続の IPv6の設定

関連トピック

システムの自動展開：ワークフロー（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

インターネットリバースプロキシ（IRP）の vCenter設定
の選択

始める前に

VMware 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、
vCenterに必要なファイアウォールポートが開いていることを確認します。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『Cisco Webex Meetings 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仮想マシンに対し、ESXiホストを選択します。

ステップ 2 IRP用のデータストアを選択します。

ステップ 3 仮想マシンに対し、ポートグループを選択します。

システムの展開：ワークフローと手順
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ステップ 4 [Next]を選択します。

インターネットリバースプロキシ（IRP）のネットワーク
情報の入力

始める前に

外部ネットワークからのルックアップを有効にするには、DNSサーバにインターネットリバー
スプロキシ（IRP）サーバのホスト名と IPアドレスを追加します。

内部ネットワークからのルックアップをサポートする DNSサーバーがある場合は、これらの
サーバにも情報を追加します。この設定により、内部の仮想マシンと IRPサーバー間のセキュ
アな接続が実現されます。

手順

ステップ 1 次を入力します。

• [完全修飾ドメイン名（FQDN）（Fully qualified domain name (FQDN)）]

• IPv4ゲートウェイ（IPv4 gateway）

• IPv4サブネットマスク（IPv4 subnet mask）

•プライマリ DNSサーバー IPv4アドレス（Primary DNS server IPv4 address）

•（オプション）セカンダリDNSサーバー IPv4アドレス（SecondaryDNSserver IPv4 address）

DNSサーバーにあるインターネットプロキシ仮想マシンのホスト名と IPアドレスを入力する
と、[IPv4アドレス（IPv4 address）]フィールドは自動的に入力されます。

ステップ 2 [Next]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、インターネットおよび内部ネットワーク（スプリットホ
ライズン DNSのみ）から可視である必要があります。

•このパブリックVIPアドレスは、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
なければなりません。

システムの展開：ワークフローと手順
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•管理者がスプリットホライズンDNSを使用していない場合は、すべてのユーザはパブリッ
クVIPアドレスを使用してミーティングを主催したりミーティングに参加したりします。

•スプリットホライズン DNSを使用していて、パブリックアクセスを追加した場合は、外
部のユーザはパブリックVIPアドレスを使用してミーティングを主催したりミーティング
に参加したりします。

非スプリットホライズンおよびスプリットホライズン DNSと公開アクセスについての詳細
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、この情報を再入力する必要はありません。プラ
イマリシステムに入力した情報が使用されるためです。

（注）

手順

•パブリック VIP IPv4アドレスを入力し、[次へ（Next）]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

パブリック VIPアドレスの入力
管理者は、プライベート VIPアドレスにマッピングされている管理サイト URLからシステム
を設定、監視、メンテナンスします。

管理者がスプリットホライズン DNSを使用している場合は、社内ユーザもプライベート VIP
アドレスを使用してミーティングを主催したりミーティングに参加したりします。

高可用性（HA）システムを追加する場合は、この情報を再入力する必要はありません。プラ
イマリシステムに入力した情報が使用されます。

始める前に

プライベート仮想 IP（VIP）アドレスが内部仮想マシン (該当する場合は、管理仮想マシンお
よびメディア仮想マシン）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、[次へ（Next）]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（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムの展開：ワークフローと手順
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Webexの共通サイト URLと管理サイト URLの入力
共通サイト URLを使用すると、ユーザはミーティングをスケジューリングして主催したり、
ミーティングの録音にアクセスしたりできるようになります。管理サイト URLではシステム
を管理できます。高可用性（HA）システムを追加する場合は、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の URLは HAシステムの URLと一致します。

手順

ステップ 1 Webex共通サイトとWebex管理サイトのセキュア（https）URLを入力します。

Webex共通サイトの URLはWebex管理 URLと異なるものでなければなりません。

Webex URLのホスト名部分に、仮想マシンのホスト名を再利用しないでください。

ステップ 2 [Next]を選択します。

関連トピック

Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（16ページ）
システムの自動展開：ワークフロー（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

Webexサイト URLおよびWebex管理 URL

Webexサイト URL

ユーザはWebexサイトの URLにアクセスして、会議のスケジュール、主催、または会議に出
席します。このURLは、スプリットホライズンDNSを使用しているかどうかに応じて、プラ
イベート VIPアドレスまたはパブリック VIPアドレスのいずれかに解決されます。

•スプリットホライズン DNSがない場合、すべてのユーザのパブリック VIPアドレスに解
決されます。

•スプリットホライズン DNSがある場合、外部ユーザのパブリック VIPアドレスに解決さ
れます。

•スプリットホライズン DNSがある場合、内部ユーザのプライベート VIPアドレスに解決
されます。

ポート80および443は、Webexサイト URL用に開いている必要があります。（注）

システムの展開：ワークフローと手順
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Webex管理 URL

管理者は、Webex管理 URLにアクセスして、システムを設定、管理、およびモニタします。
この URLは、プライベート VIPアドレスに解決されます。

ポート80および443は、Webex管理 URL用に開いている必要があります。（注）

WebexサイトおよびWebex管理 Urlの名前

これらのUrlには、すべて小文字で構成されるほぼすべての名前を選択できます。ただし、Url
のホスト名として次のものを使用することはできません。

•システム内の任意の仮想マシンのホスト名と同じ名前

•認証

•クライアント

•会社のロゴ

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-クライアントサービス

•電子メール

•保守

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

•プローブ

•リマインダ

•ルート

• solr

• TomcatROOT

•アップグレード eserver

システムの展開：ワークフローと手順
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• url0107ld

•バージョンを選択します

• WBXService

• Webex

ネットワークが適切に構成されていることの確認
この画面には、システムに必要なネットワーキング変更に関するオンラインヘルプへのリンク

が表示されます。オンラインヘルプでは、DNSサーバーの変更とファイアウォールの設定につ
いて詳しく説明しています。

ネットワーク接続をテストできるように、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。

まだ実行していない場合は、ネットワークの設定を完了して、[次へ（Next）]を選択します。

自動展開をテストする場合は、[次へ（Next）]を選択するときに、システムに必要な仮想マシ
ンが展開されます。

手動展開をテストする場合は、仮想マシンのホスト名を入力し、それらの仮想マシンを展開し

ます（まだ展開していない場合）。

展開が完了したら、仮想マシンに電源を入れ、すべての仮想マシンに電源が入ったことを確認

して、仮想マシンをテストします。

関連トピック

システムの自動展開：ワークフロー（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

仮想マシンの自動展開
以前の手順で入力した情報に基づいて、システムに必要な仮想マシンを展開します。

展開が完了するまで数分かかります。すべての仮想マシンを展開して電源を入れるまでは、こ

のブラウザページから移動しないでください（除く：エラーメッセージが表示された場合）。

[ステータス（status）]カラムのすべての行に緑色のチェックマークが表示されている場合、展
開はエラーなしで完了しています。[仮想マシンの検出（Detect virtualmachines）]をクリック
すると、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）ステータスコラムにすべての緑色のチェックが表示されたら、[次へ（Next）]
をクリックします。

システムの展開：ワークフローと手順
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ステップ 2 エラーが示されている場合は、エラーを修正します。

[ログファイルのダウンロード（Download log file）]をクリックして、展開のログファイルを
取得することができます。このログには、失敗した展開のトラブルシュートに使用できる情報

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を電源切断し、削除します。

ステップ 4 [次へ（Next）]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（1ページ）

仮想マシンの手動展開
システム内の仮想マシンに関する情報を入力した後、各仮想マシンに接続します。拡張ユニッ

トの仮想マシンが一覧表示されます。

システムがすべての仮想マシンに接続されるまでは、このブラウザページから移動しないでく

ださい（除く：問題を示すエラーメッセージが表示されて接続が失敗した場合）。

（注）

手順

ステップ 1 システムに必要な仮想マシンの完全修飾ドメイン名（FQDN）を入力します。

以前に OVAファイルを使用して管理仮想マシンを展開したときに、管理仮想マシンの FQDN
を入力しています。

ステップ 2 まだ入力していない場合は、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に電源を入れ、それらの電源が入ったことを確認します。

ステップ 4 [仮想マシンの検出（Detect virtual machines）]をクリックします。

これらの仮想マシンへの接続を確立します。これには数分かかることがあります。

ステップ 5 各仮想マシンの接続済みステータスが表示されるまで待機します。

ステップ 6 ステータスコラムにすべての緑色のチェックが表示されたら、[次へ（Next）]をクリックしま
す。

ステップ 7 エラーが示されている場合は、エラーを修正します。

[ログファイルのダウンロード（Download log file）]をクリックして、展開のログファイルを
取得することができます。このログには、失敗した展開のトラブルシュートに使用できる情報

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を電源切断し、削除します。

システムの展開：ワークフローと手順
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ステップ 9 [次へ（Next）]をクリックして、システムを再展開します。

関連トピック

手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムのチェック
システムチェックによって、システムの設定パラメータが検証されます。この検証には、仮想

マシンに必要最小限の設定があることの確認と、Webexサイト URLとWebex管理 URLの検
証が含まれています。

このシステムチェックの完了には数分かかります。すべてのチェックが正常に完了するか、シ

ステムチェックが失敗し、問題を示すエラーメッセージを表示するまで、このページから移動

しないでください。

チェックが完了する前にページをリロードすると、このシステム展開の最初のページに戻りま

す。チェックが正常に完了すると、設定ユーティリティの最初のページが表示されます。

展開手順中に使用する管理サイト URLは、管理仮想マシンのホスト名です。基本設定を行う
ときに、このホスト名は管理サイト URLに置き換えられます。そのため、初めて管理サイト
にサインインした場合は、システムによって証明書の例外を受け入れるように要求されます。

手順

•次のいずれかを実行します。

•エラーがなく、すべての緑色のチェックが表示されている場合は、[次へ（Next）]を
選択し、電子メール（SMTP）サーバの構成を続行します。まれに、未検査と表示さ
れる場合があります。これは、仮想マシンに何らかの問題があることを意味している

わけではありません。システムチェックが完了しなかったことを示すだけです。たと

えば、ネットワーク接続が一時的に切断されたためにこのエントリが表示される場合

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、それらのリソースを

確認できます。

•ネットワーク接続に問題がある場合は、Webexサイトの URL、管理 URL、および 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じサブネッ

ト内にあり、かつパラメータが DNSサーバーに正しく入力されていることを確認し
ます。

•システムに最小限のシステムキャパシティがない場合は、次の2つのオプションがあ
ります。

• VMwarevCenterにあるすべての仮想マシンの電源を切り、それらを手動で削除し
ます。次に、最小限の要件以上のリソースがあるシステムで、システムの展開を

再試行します。

•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
トの対象外となることに注意してください。エラーメッセージのチェックボック

スをオンにして確認し、[次へ（Next）]を選択します。

システムの展開：ワークフローと手順
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システムのチェック

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter14.pdf#nameddest=unique_58


• 1つまたは複数の仮想マシンに問題がある場合は、問題がある仮想マシンの電源を切
り、VMwarevCenterを使用してそれらの仮想マシンを手動で削除します。問題を解決
して、システムの展開をやり直してください。

• [続行（Continue）]を選択して、メールサーバ（電子メール（SMTP）サーバの構成）の
設定や、管理者（管理者アカウントの作成）の識別を行う基本設定に移動します。別の管

理者が基本設定を行う場合は、その管理者にこの URLを送信します。

関連トピック

システムの自動展開：ワークフロー（1ページ）
手動でのシステムの展開：ワークフロー（2ページ）

システムの展開：ワークフローと手順
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cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter14.pdf#nameddest=unique_58
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter14.pdf#nameddest=unique_59
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