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管理者アカウントの作成
システムにより、最初の管理者アカウントが作成されます。この管理者は、システムにサイン

インし、パスワードを作成して、他の管理者を追加する必要があります。システムにアクセス

できる他の管理者は、追加しない限り、存在しません。プロセスの一部として、1番目の管理
者（および最初の管理者のみ）は、管理者と監査人を分けることによって監査人アカウントを

作成できます。これを配置プロセスの一部として実行したり、最初の管理者が（[ユーザ
（Users）] > [ユーザの編集（Edit Users）]）を使用して監査人を作成してロールを変更したり
することもできます。詳細については、監査員ロール（2ページ）を参照してください。)

始める前に

システムが管理者に電子メールを送信するために使用するメールサーバーが設定されている必

要があります。手順については、電子メール（SMTP）サーバの構成（20ページ）を参照し
てください。

手順

ステップ 1 管理者の姓と名を入力します。

ステップ 2 管理者の完全な電子メールアドレスを入力し、確認のためもう一度そのアドレスを入力しま
す。
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ステップ 3 （任意） [監査人アカウントの作成（Create an auditor account）]を選択して、監査役をシス
テムに追加します。

ステップ 4 [次へ（Next）]を選択して、初期パスワードを作成します。

ステップ 5 パスワードを入力し、確認のためもう一度そのパスワードを入力します。

ステップ 6 [送信（Submit）]を選択して、Webexサイトの管理サイトにログインします。

ステップ 7 システムにサインインして、管理者とユーザを追加します。新しいアカウントを作成するたび
に、システムにより、そのアカウントのユーザを歓迎するとともに、サインインして最初のパ

スワードを変更するように依頼する電子メールがそのユーザに送信されます。

各管理者が最初にサインインすると、システムのチュートリアルが提供されます。管理者は、

チュートリアルをただちに表示することも、必要なときに表示することもできます。

監査員ロール

監査員ロール

監査員ロールは、を使用ユーザの追加して追加されます。

監査員ロールは、管理者が行ったサインインと設定変更を監査する必要がある環境向けに作成

された特別な役割です。監査員は、企業のセキュリティおよび JITCコンプライアンス要件を
満たすために、ログ設定を行い、アプリケーション監査ログを生成することができます。

最初の管理者は、デフォルトで監査員権限を持ち、別のユーザの監査員ロールを有効化できる

のは1つだけです。これを行うと、監査員の権限は最初の管理者から取得されます。監査員が
システム管理者でもある場合、そのユーザにはシステム監査ロールがあります。

監査員ロールは、次のように管理アクションをシステムモニタリングから分離します。

•監査をオンまたはオフにします。

•リモート syslogサーバと同期するように CWMSを設定します。

•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設定します。

•ログキャプチャを生成します。

•監査員はホスト権限を持っておらず、監査員アカウントを使用して会議をスケジュールす
ることはできません。監査員は、参加者として会議に参加できます。

•管理者権限と監査員ロールが分離されていない場合は、管理者ロールのみが存在します。

•システムの導入時に管理者権限と監査員ロールが分離されている場合は、最初の管理者
ロールが作成されます (緊急アカウントとして説明されています)。システムの導入後は、
最初の管理者緊急アカウントのみが監査員を作成できます。最初の管理者は、ユーザの追

加手順を使用してシステムを導入した後に、必要な数の監査員を作成できます。
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•監査員はローカルのみです。外部ユーザベースとの同期から取得することはできません。

•監査員パラメータ (名前など)は変更できますが、作成後は監査員ロールを非アクティブ化
したり、別のユーザ IDに再割り当てしたりすることはできません。

•監査員はユーザパラメータを変更できません。監査員は、[監査員 (監査役)]タブでのみ設
定を表示および設定できます。

監査員ロールは、次の側面を持つ固有の役割です。

監査員が設定されていない場合、すべての管理者は、[Settings] [ > Security > application Audit
Log ]ページの [application audit log]の設定にアクセスして、[ Dashboard] >アラーム >の [Edit
alarm]ページで [log Memory Usage]アラームを設定できます。監査員が設定されている場合、
管理者はこれらのページを表示できますが、変更することはできません。

（注）

システムプロパティの設定
システムセクションで [システム（System）] > [詳細情報（ViewMore）]の順に選択し、シス
テムプロパティを設定します。

仮想マシンの設定の変更

仮想マシンの設定を変更するには、以下の機能を使用します。仮想マシンの設定を変更するの

に VMware vCenterを使用しないでください。

展開時には、IPv4のみを設定できます。展開後に、DMZネットワークのインターネットリバー
スプロキシと内部の仮想マシンの間に IPv6接続がある場合は、IPv6を設定することができま
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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ
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ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 （任意）各仮想マシンのスナップショットを取得します。（VMwarevCenterを使用したスナッ
プショットの取得を参照）。

ステップ 4 [ System > View Details]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]セクションで仮想マシン名を選択します。

変更できる仮想マシン設定は次のとおりです。

•小文字の完全修飾ドメイン名（FQDN）

•プライマリDNSサーバ

•セカンダリDNSサーバ

•サブネットマスク/プリフィックス

• [ゲートウェイ（Gateway）]

[仮想マシン]フィールドがグレー表示されます。システムは、ホスト名を DNSサーバー内の
仮想マシンの IPアドレスに解決することによって、IPアドレスを自動的に取得します。仮想
マシンの IPアドレスの変更の詳細は、仮想マシンのホスト名を保持したまま仮想マシンの IP
アドレスを変更する（5ページ）を参照してください。

ステップ 6 [保存（Save）]を選択します。

変更が保存され、仮想マシンがリブートされます。

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。

次のタスク

いずれかの仮想マシンに変更を加える場合は、同じドメイン内のシステムにワイルドカード証

明書を使用しない限り、各データセンター内のすべての仮想マシンに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、「証明書の管理」を参照してください。

システム設定

4

システム設定

仮想マシンの設定の変更

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter2.pdf#nameddest=unique_20
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter2.pdf#nameddest=unique_20
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_18
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter15.pdf#nameddest=unique_122


仮想マシンのホスト名を保持したまま仮想マシンの IPアドレスを変更する

展開に含まれる仮想マシンのホスト名を変更すると、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、仮想マシンのホスト名を保持したまま仮想マシンの IPアド
レスを変更する方法について説明します。

手順

ステップ 1 DNSサーバーで一時ホスト名を設定します。

ステップ 2 仮想マシンの設定の変更（3ページ）の手順を実行して、仮想マシンのホスト名を DNSサー
バで入力した一時ホスト名に変更します。

システムでメンテナンスモードを終了すると、新しい一時ホスト名が有効になります。元のホ

スト名は、この変更を行った後では展開に含まれなくなります。

ステップ 3 DNS内の元のホスト名の IPアドレスを新しい IPアドレスに変更します。

ステップ 4 仮想マシンの設定の変更（3ページ）の手順を使用して、仮想マシンの一時ホスト名を元の
ホスト名に変更します。

システムでメンテナンスモードを終了すると、元のホスト名が有効になります。元のホスト名

が新しい IPアドレスで設定されます。

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 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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム (system)]を選択し、データセンターを選択し、[システム (System)]セクションで [詳
細の表示 (View Details )]を選択
[プロパティ（Properties）]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には、[仮想 IPアドレス (Virtual IPAddress)]セクションで [タイプ (Type)]
列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 クライアント接続に IPv6を有効にしている場合は、[IPv6アドレス (IPv6 Address)]列に仮想 IP
アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを入力します。

パブリックおよびプライベート仮想 IPアドレスは、個別の IPv6サブネット上に存在する必要
があります。

ステップ 7 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 8 メンテナンスモードをオフにします。

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。

クライアント接続の IPv6の設定
非スプリットホライズンネットワークトポロジを使用している場合は、IPv6クライアント接続
を持つすべてのユーザ（社内および社外）が、パブリック VIPアドレスを使用してWebexサ
イトにアクセスすることで、オンラインミーティングを主催してアクセスできます。プライ

ベート IPv6仮想 IPアドレス情報が設定されている場合は、IPv6クライアント接続を持つ管理
者が管理サイトにログインできます。

• IPv6プライベート仮想 IPアドレスが、管理仮想マシンと同じ IPv6サブネット上にある必
要があります。

• IPv6パブリック仮想 IPアドレスが、インターネットリバースプロキシ仮想マシンと同じ
IPv6サブネット上にある必要があります。

（注）

始める前に

IPv6クライアント接続を設定する際には、次のこと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の場合にのみ IPv6接続を設定する。
• IPv4アドレス情報が、内部の仮想マシンとインターネットリバースプロキシに対してすで
に設定されている必要がある。
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• IPv6のパブリック仮想 IPアドレスを設定する前に、IPv4のプライベートおよびパブリッ
クの仮想 IPアドレスがすでに設定されている必要がある。

• 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の仮想 IPアドレスが、別々の
サブネット上にある。

•管理サイトの URLがプライベート IPv6仮想 IPアドレスとプライベート IPv4仮想 IPアド
レスを指すように DNSサーバを設定する。

• Webexサイトの URLがパブリックの IPv6仮想 IPアドレスとパブリックの IPv4仮想 IPア
ドレスを指すように DNSサーバを設定する。

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム ( system )]を選択し、[システム (system)]セクションで [詳細の表示 (View More )]リ
ンクを選択

ステップ 4 [仮想 IPアドレス（Virtual IP Address）]セクションで、[タイプ（Type）]列のリンクを選択し
ます。

• IPv6アドレスを設定して、WebexサイトのURLにアクセスするには、[公開 (Public)]リン
クを選択します。

• IPv6アドレスを設定して、管理者URLにアクセスするには、非公開リンクを選択します。

[プライベート仮想 IPアドレス (Private Virtual IP Address)]または [パブリック仮想 IPアドレス
(Public Virtual IP Address)]ページには、前に入力した、Webexサイトの 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アドレスが表示されます。

ステップ 5 IPv6アドレス列に、Webexサイトの URLと管理 URLの IPv6 IPアドレス、サブネットマス
ク、およびゲートウェイ IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 7 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。

CWMSサブネットの変更

この手順は、CWMSと同じサブネットに属するコンピュータから実行してください。サイト
管理には、CWMSの元のサブネットまたは新しいサブネットのどちらからもアクセスできま
す。

重要

始める前に

同じ DNSサーバーを保持する場合は、変更が完了するまで、古い DNSエントリを保持しま
す。DNSサーバーを変更する場合は、サーバーを設定し、メンテナンスモードを終了して、サ
ブネットを変更します。

同じ完全修飾ドメイン名（FQDN）を保持したまま IPアドレスのみを変更するには、一時的な
名前を使用してそれらを 2段階で実行します。通常、サーバーの IPアドレスを変更できるの
は、その名前も変更する場合に限られます。これは、DNSエントリを変更するだけで IPアド
レスが変更されないようにするためです。ただし、管理者のURLとサイトのURLはこのカテ
ゴリに分類されません。管理上のすべての変更を行っているコンピュータが、管理者の URL
ページを参照できないように見える場合があります。このような場合は、nslookupで接続を確

認し、必要に応じて、変更後にローカル PCの DNSキャッシュをフラッシュしてください。

CWMSのどのバージョンについても、次のようにしておくことを推奨します。

•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する。

• IPアドレスの変更が完了したときに使用する新しい証明書を申請する。証明書が取得され
るまでの間、システムにより自己署名証明書が使用されます。

• DNSエントリが作成、準備されていることを確認する。仮想マシンが再起動しない場合
は、管理仮想マシンのみを再起動し、ネットワークアダプタ#2の割り当てを変更します。
この場合は IRPが引き続き稼動している可能性があるため、ネットワークアダプタの #2
の割り当てを変更できるのは管理仮想マシンが再起動した後になります。

システム設定
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サブネットの変更時に、仮想 NICを別の VLANに移動するよう
に仮想マシンの設定を編集する必要があります。電源を切り、シ

ステムを変更して電源を入れ直すだけではいけません。メンテナ

ンスモードを終了することで、変更を適用し、すべての仮想マシ

ンを再起動します。仮想マシンの再起動後に VLANを変更しな
かった場合、ネットワークインターフェイスは表示されますが、

通信することができません。

（注）

手順

ステップ 1 新しいアドレスを指す新しい（または一時的な）名前に対し、新しい DNSエントリを作成し
ます。

a) [管理 (Admin)]ウィンドウに移動し、サーバーを 1つずつ開いて、新しい FQDNを入力し
ます。

b) メンテナンスモードをオンにします。
c) 新しいサブネットのすべてのパラメータ（サブネットマスクとゲートウェイを含む）が正
しいことを確認します。

ステップ 2 変更を行った後、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ます。

ステップ 3 メンテナンスモードを終了して、vSphereクライアントで仮想マシンコンソールを監視します。

メンテナンスモードを終了してから再起動を実行するまでの時間は、長く取っても構いませ

ん。

ステップ 4 仮想マシンが再起動後に稼働したら、ネットワークアダプタ 1の VLANを変更します。

このステップは、システムの電源を切って入れ直さずに、ライブで実行することができます。

管理 IPアドレスと仮想 IPアドレス（VIP）は、同じサブネット上にある必要があります。シ
ステムが再稼働すると、VIPは管理ノードとは異なるサブネット上のものになります。このシ
ナリオは、一時的にしか受け入れられません。

ステップ 5 VIPページを開いて、パブリックおよびプライベート VIPの IPアドレスを編集します。

変更が正確であることを確認するために、設定を再確認することを推奨します。

ステップ 6 （任意）全般設定を開き、URLを変更します（その変更を計画していた場合のみ）。

この手順では、一時的な値を使用する必要はありません。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します。
システムがリブートします。場合によっては、システムがリブートできず、再起動するだけで

あることがあります。仮想マシンコンソールを監視します。メンテナンスモードを終了した後

システム設定
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もシステムによって一部のノードがリブートされない場合は、管理ノードを手動でリブートし

てください。

ステップ 8 仮想マシンがリブート後に稼働したら、ネットワークアダプタ 2の VLANを変更します。

システムの電源を切って入れ直す必要はありません。

システムは新しいサブネットに属するようになります。

次のタスク

一時的な名前を使用した場合：一時名の置き換え（10ページ）。

一時名の置き換え

この手順を実行すると、一時的な名前が元の完全修飾ドメイン名（FQDN）に置き換えられま
す。

手順

ステップ 1 DNSで、永続的な名前を新しい 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、Site Administrationを使用します。サーバを 1つ
ずつ開いて、永続的な名前を入力します。

ステップ 2 必要に応じて 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します。

ステップ 4 システムがリブートした後、使用されていないエントリを DNSから削除します。

ステップ 5 管理 URLにアクセスして、システムが正常に動作することを確認します。また、NFSでミー
ティングの録音へのアクセスをテストし、新しい録音を作成してシステムをテストすることを

推奨します。

ステップ 6 必要に応じて、[CUCMトランク（CUCM trunks）]を再確認し、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（System）]タブと [管理（Manage）]を選択します。

ステップ 2 さまざまなシステム操作を行います。

システム設定
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•システムを更新するには、[更新（Update）] > [続行（Continue）]を選択します。データ
センターのアップデート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（Upgrade）]> [続行（Continue）]
を選択します。アップグレードを始める前にを参照してください。

•システムを拡張するには、[システムサイズを拡張（Expand system size）] > [続行
（Continue）]を選択します。システム拡張の準備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）（Add (Remove) high
availability）] > [続行（Continue）]を選択します。システムに高可用性（HA）を追加す
る準備を参照してください。

•公開アクセスを追加または削除するには、[公開アクセスの追加（削除）（Add (Remove)
public access）]> [続行（Continue）]を選択します。IRPを使用したシステムへのパブリッ
クアクセスの追加（11ページ）を参照してください。

•仮想マシンの削除または交換を行うには、[仮想マシンの削除（交換）（Remove (Replace)
VirtualMachines）] > [続行（Continue）]を選択します。仮想マシンの交換（15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、ネットワークの外部のユーザは、インターネットまたはモバイル

デバイスを介してオンライン会議を主催したり、会議に参加したりできます。パブリックアク

セスを削除すると、Webexサイトの URLのパブリック仮想 IPアドレスの設定が削除され、サ
イトへの外部アクセスが切断されます。

IRPを使用したシステムへのパブリックアクセスの追加

MDC環境でのインターネットリバースプロキシ (IRP)の要件は次のとおりです。

• IRPを追加または削除するプロセスは、MDCシステムの場合と同じように、単一データ
センターシステムで同じです。

•データセンターをMDCシステムに追加する場合、IRPを使用するようにすべてのデータ
センターまたはデータセンターのいずれも設定する必要はありません。

•データセンターごとに1つの IRPノードが使用されます。

• IRPを変更するには、システムをメンテナンスモードにする必要があります。MDCシス
テムでは、サービスの中断を回避するために、IRPを一度に1つのシステムに追加または
削除することができます。

• MDC環境では、1つのデータセンターで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は影響しません。

システム設定
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内部インターネットリバースプロキシトポロジの説明については、ご使用のリリースの『Cisco
Webex Meeting Server Planning Guide』を参照してください。

始める前に

パブリックアクセスを有効にするには、まず、パブリックアクセスシステムとして機能するよ

うにインターネットリバースプロキシの仮想マシンを設定する必要があります。VMwarevCenter
を開始し、次の手順を実行します。

• VMwareデータリカバリ (vSphere 5.0)またはVMware vSphereデータ保護 (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元に戻すこと

ができます。詳細については、VMwareを使用したバックアップの作成vCenterを参照して
ください。

•管理者仮想マシンの展開に使用したものと同じ 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の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の仮想

マシンは、パブリック仮想 IPアドレスと同じサブネット上にある必要があります。

ハイアベイラビリティシステムを使用している場合は、高可用性

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も展開

する必要があります。

管理者仮想マシンの展開に使用したものと同じ 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の仮想マシンを展開

します。

（注）

V1.0システムを実行している場合は、現在のシステムと同じ基本
バージョンバージョン 2.7 OVAを使用します。たとえば、最初に
2.5.1.29 OVAを使用して内部仮想マシンを展開し、時間をかけて
システムを2.7.1.12バージョンに更新したとします。2.5.1.29 OVA
ファイルを使用して IRP仮想マシンを展開し、パブリックアクセ
スを追加する場合、プロセスはメッセージで失敗します。「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の仮想マシ

ンとは異なるバージョンです。プライマリシステムの展開に使用

したものと同じOVAファイルを使用して、インターネットリバー
スプロキシの仮想マシンを再展開します。 "

（注）

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）] > [管理（Manage）]を選択します。

ステップ 4 [ Add Public Access]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の仮想マシンを入力します。

システムがハイアベイラビリティ用に設定されている場合は、2つの完全修飾ドメイン名(FQDN)
フィールドがあります。2番目のフィールドに高可用性の FQDNを入力します。

ステップ 6 [仮想マシンの検出（Detect virtual machines）]を選択します。

システムがハイアベイラビリティ用に設定されていない場合は、インターネットリバースプロ

キシの仮想マシンを表示するテーブルが表示されます。

システムがハイアベイラビリティ用に設定されている場合は、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の仮想マシンとハイアベイラビリティインターネットリバースプロキ

シの仮想マシンを表示するテーブルが表示されます。

システムに、インターネットリバースプロキシの仮想マシンを作成するために使用した OVA
バージョンと互換性のないアップデートがある場合、エラーメッセージが表示され、次を使用

してインターネットリバースプロキシの仮想マシンを再展開するまで続行できません。適切な

OVAファイル。

ステップ 7 [続行（Continue）]を選択します。

ステップ 8 [ Public (VIP) Virtual IPv4 address ]フィールドに、インターネットリバースプロキシの仮想マ
シンを設定するために使用したものと同じサブネットの IPアドレスを入力し、[ Save]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。プロセス全体でブラウザウィンド

ウを開いたままにします。

システムで、インターネットリバースプロキシの仮想マシンの作成に使用した OVAバージョ
ンと互換性のあるマイナーアップデートが必要な場合、それらはインターネットリバースプロ

キシの仮想マシンに自動的に適用されます。

ステップ 9 システムでマイナーな更新が必要な場合は、更新が完了した後に [再起動 (Restart )]を選択す
るように求められます。
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システムが再起動すると、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が表示

されます。

ステップ 10 設定を確認します。問題がなければ、この手順を実行する前に、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（Done）]を選択します。

ステップ 12 セキュリティ証明書がまだ有効であることを確認します。

この手順では仮想マシンが変更されるため、証明書に影響を与える可能性があります。必要に

応じて、システムは自己署名証明書を提供して、証明書を再設定できるようになるまでシステ

ムの機能を維持します。詳細については、証明書の管理を参照してください。

ステップ 13 DNSサーバ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。

パブリックアクセスの削除

始める前に

VMwareデータの回復またはVMwarevSphereデータ保護を使用して、仮想マシンをバックアッ
プします。詳細については、VMwareを使用したバックアップの作成vCenterを参照してくださ
い。バックアップが完了したら、仮想マシンの電源をオンにしてください。

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

システム設定
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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、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム ( system )]を選択し、[システム (system)]セクションで [詳細の表示 (View More )]リ
ンクを選択

[プロパティ（Properties）]ページが表示されます。

ステップ 4 目的のサイトを選択し、[ Public Access]を選択して、[ Continue]を選択します。

サイトからパブリックアクセスを削除しても、そのサイトに同じインターネットプロキシ仮想

マシンを追加することはできません。パブリックアクセスを再設定するには、OVAファイル
からインターネットリバースプロキシの仮想マシンを再展開することによって、最初からやり

直す必要があります。詳細については、IRPを使用したシステムへのパブリックアクセスの追
加（11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（Done）]を選択します。

ステップ 6 VMware vCenterを開きます。システムから、インターネットリバースプロキシマシン (およ
び、展開されている場合はハイアベイラビリティインターネットリバースプロキシマシン)の
電源をオフにし、削除します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

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。

仮想マシンの交換

仮想マシンを復旧し、システム全体がダウンしないようにするには、次のようにします。
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手順

ステップ 1 VCenterに移動し、元のシステムの展開に使用した OVAファイルを使用して、置き換え用の
仮想マシンを展開します。

ステップ 2 [システム（System）]タブを選択します。

ステップ 3 データセンターと [管理（Manage）]を選択します。

ステップ 4 [仮想マシンの交換（Replace virtual machines）] > [続行（Continue）]を選択します。

[仮想マシンの交換（Replace Virtual Machines）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 置き換える仮想マシンを選択します。

複数の仮想マシンを同時に選択できます。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は置き換えることができます）。

ステップ 6 [仮想マシンの削除（Remove virtual machine）]を選択します。

続行するかどうかの確認を求められます。続行すると、システムがメンテナンスモードになり

ます。このページから移動して、再びそのページに戻ることもできます。置き換えられる仮想

マシンに電源が入っている場合には、その仮想マシンは電源が切られて、再び電源が入らない

ようにブロックされます。仮想マシンがオフの場合、起動の遮断（power on blockade）は実
行されません。

ステップ 7 展開ステータス列に待機中（Waiting）が表示されたら、vCenterに移動し、交換用の仮想マシ
ンの電源をオンにします。

システムが OVAを使用した最初の展開後に更新されている場合、仮想マシンはそのシステム
に一致するように自動的に更新されます。

ステップ 8 [管理（Administration）]ページで、交換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（Add virtual machines）]を選択します。
仮想マシンが検証されます。システムに完了（Done）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（Done）]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。
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次のタスク

古い仮想マシンを削除します（仮想マシンに電源は投入されません）。

マルチデータセンター環境の 1回のメンテナンスモードサイクルでは、一度に 1つのデータセ
ンター単位で仮想マシンが交換されます。別のデータセンター内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。

一般設定の構成
一般設定には次のパラメータが含まれます。

•サイト設定：サイトの URLを管理します。

•管理者サイトの設定：管理者サイトの 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（System）]> [プロパティ（Properties）]
で管理できます。

Webexサイトの設定の変更
元のWebexサイトのURLを新しいURLに変更するには、次の手順を使用します。展開時に、
元のWebexサイトの Urlを設定しました。MDCシステムでは、データセンターの結合プロセ
ス中にWebexサイトの URLが設定されます。サイト URLの設定と命名規則の詳細について
Webexサイト URLおよびWebex管理 URLは、を参照してください。

この変更が行われると、現在設定されているもの以外のホスト名からのシステムトラフィック

はドロップされます。

始める前に

保留中の変更をユーザに通知し、保存する録音をダウンロードする前に変更を行うことを推奨

します。

ユーザが元の URLを使用しようとすると、これらのユーザは次のことを実行できません。

•会議の主催または参加

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

•再生録音の再生

手順

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

システム設定
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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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [ System > (Configuration/General settings)]を選択して詳細を表示します。
[全般設定（General Settings）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 これがMDCシステムの場合は、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 ( Edit)]を選択します。

ステップ 6 Urlを入力し、[保存 (Save)]を選択します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

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。

次のタスク

•安全なアクセスを確保するために、サイトの証明書を更新します。詳細については、証明
書の管理を参照してください。

•すべての会議を再スケジュールする必要があることをホストに通知します。

システム設定
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タイムゾーン、言語、およびロケールの設定

始める前に

手順

ステップ 1 管理者Webサイトから、[設定（Settings）] > [会社情報（Company Info）]に移動します。

ステップ 2 ドロップダウンリストから、この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（Language）]を選択します。

ステップ 4 国の [ロケール（Locale）]を選択します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

管理サイトの設定の変更

元の管理サイトのURLを新しいURLに変更するには、次の手順を使用します。元の管理サイ
トの URLは展開時に設定しています。MDCシステムでは、管理サイトの URLはデータセン
ターの結合手順中に設定します。サイト URLの設定と命名規則の詳細についてWebexサイト
URLおよびWebex管理 URLは、を参照してください。

始める前に

保留中の変更をユーザに通知し、保存する録音をダウンロードする前に変更を行うことを推奨

します。

ユーザが元の URLを使用しようとすると、これらのユーザは次のことを実行できません。

•会議の主催または参加

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

•再生録音の再生

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します。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードに
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ついて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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [System]を選択します。

ステップ 4 [設定（Configuration）]セクションで [詳細情報（View More）]を選択します。

ステップ 5 [管理設定（Administration Settings）]セクションで、[編集（Edit）]を選択します。

ステップ 6 新しい管理サイトの URLをダイアログボックスに入力して、[保存（Save）]を選択します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

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。

次のタスク

安全なアクセスを確保するために、サイトの証明書を更新します。詳細については、証明書の

管理を参照してください。

すべての会議を再スケジュールする必要があることをホストに通知します。

サーバの設定
次の機能を使用して、サーバを設定します。

• SMTPサーバ：SMTPサーバは、CiscoWebexMeetings Serverから宛先への電子メール送信
を処理します。

•ストレージサーバ：NFSサーバとは、システムにすべてのミーティング録音およびアバ
ターファイルが保存されているストレージサーバです。

電子メール（SMTP）サーバの構成
システムが会議の招待状やその他の通信をユーザに送信できるように、電子メールサーバを設

定します。
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電子メールサーバは常に動作していることが重要です。電子メールは、録音通知、会議情報の

変更、アカウントステータス、その他多くの重要なアナウンスなど、ユーザとの通信の主要な

方法です。（ユーザの追加も参照してください）。

これらのプロパティを変更するには、メンテナンスモードをオンにする必要はありません。

ユーザは、電子メールアドレスによってシステムに識別されます。ユーザの電子メールアドレ

スが変更され、ユーザがアクティブなままである場合は、CWMSの電子メールアドレスも変
更する必要があります。このようにしないと、ユーザは通知を受信しません。

パスワードに ^、&、*、()、_、+、または/\などの特殊文字が含まれている場合、CWMSは
Exchangeとの接続を確立できません。

重要

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 [サーバ (Servers)]セクションの [詳細を表示 (View More )]を選択します。

ステップ 3 [ SMTPサーバ (SMTP Server )]セクションで、[編集 (Edit)]を選択します。

ステップ 4 システムが電子メールを送信するために使用するメールサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN)
を入力します。

ステップ 5 （任意） Transport Layer Security (TLS)を有効にするには、[ tls enabled ]を選択します。(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）デフォルト値を変更するには、[ポート (Port )]フィールドを編集します。

SMTPのデフォルトのポート番号は25または 465 (セキュアな SMTPポート)です。

Webノードと管理ノードは、設定された電子メールサーバに SMTP要求を送信しま
す。内部Webと管理仮想マシンと電子メールサーバの間にファイアウォールがある
場合、SMTPトラフィックがブロックされることがあります。電子メールサーバの設
定と電子メール通知が適切に機能するようにするには、電子メールサーバとWebお
よび管理仮想マシン間でポート25または 465 (セキュア SMTPポート番号)が開いてい
る必要があります。

（注）

ステップ 7 （任意） [Enable mail server authentication]で、[ server authentication enabled]を選択します。
認証を有効にする場合は、システムが社内メールサーバにアクセスするために必要なユーザ名

とパスワードのクレデンシャルを入力します。

システムからの電子メールは、admin@を使用して送信されます。メールサーバがこのユーザを
認識できることを確認します。

システム設定

21

システム設定

電子メール（SMTP）サーバの構成

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter13.pdf#nameddest=unique_140


マイクロ、小規模、または中規模のシステムの場合、電子メール通知は管理仮想マシン (プラ
イマリまたは高可用性システム)から送信されます。

大規模システムの場合、電子メール通知は web仮想マシン (プライマリまたはハイアベイラビ
リティシステムのいずれか)から取得されます。大規模システムでは、プライマリシステム上
に2つの web仮想マシンと、高可用性システム上に1つの web仮想マシンがあります。

ステップ 8 [保存]を選択します。

次のタスク

ユーザまたは管理者のアクティブ化または非アクティブ化、ユーザの追加、およびユーザの編

集を参照してください。

電子メールテンプレート

電子メールテンプレートのリストを次に示します。

•すべての管理 -ウェルカム電子メール

•パスワードを忘れた場合 -パスワードリセット-管理者

•パスワードを忘れた場合 -変更済みパスワード-管理者

•完了済みインポート

•中断したインポート

•完了済みエクスポート

•中断したエクスポート

•変更済みオリオンサイト URL -管理者

•変更済みオリオン管理者 URL -管理者

•プライマリ管理者 -無料トライアル開始済み

• 1番目のアラーム:ライセンス購入

• 2番目のアラーム:ライセンス購入

•期限切れの無料ライセンス

•ライセンスの追加完了

•ライセンス変換完了

• 1番目のアラーム:ライセンスの変換

• 180日の有効期限

•アラーム: SSL証明書の期限切れ

システム設定
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•有効儀玄切れの SSL証明書

•アラーム: SSO IdP証明書の期限切れ

•期限切れの SSO IdP証明書

•アラーム:セキュアな TC証明書の期限切れ

•期限切れの Sec TC証明書

•月次レポートの準備完了

•カスタムレポートの準備完了

•カスタムログの準備完了

•アラーム:ミーティングエラー

•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:記憶領域使用率

•アカウントが無効化されました（Account Deactivated）

•すべてのユーザに電子メールを送信

•再有効化されたアカウント-管理者

•アラームの解除: CPU使用率

•アラームの解除:ミーティングエラー

•アラームの解除:ミーティング参加者

•アラームの解除:メモリ使用率

•アラームの解除:ネットワーク帯域幅使用率

•アラームの解除:記憶領域使用率

• HAシステムあり

• HAシステムなし

•コンプライアンスに戻る

• AD-同期成功

• AD-同期失敗

•ロックされたアカウント
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•アカウントがロック済み-ロック解除

•アラームライセンス -割り当てられたユーザ猶予ライセンス

•アラームライセンス -管理者にユーザへの猶予ライセンス割り当てを警告

•アラームライセンス -管理者に猶予ライセンスの有効期限を警告

•アラームライセンス -管理者にすべての猶予ライセンスが使い果たされたときに警告

•アラームライセンス -管理者にライセンスの使用がしきい値を超えたときに警告

•アラーム監査ログ

• MDCのアラーム - DBレプリケーション

• MDCアラームの解除 - DBレプリケーション

• 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システムアラームの解除 - DBレプリケーションステータス

• MDCのアラーム -データセンターのステータス

• MDCのアラーム -データセンターに到達不可

• MDCのアラーム -データセンターがブロック状態

• MDCアラームの解除 -データセンターステータス

• MDCアラームの解除 -データセンター到達不可

•ユーザプロファイルの矛盾を自動修正済み

•時計が正常に戻ったら電子メールを送信

•時計が狂ったら電子メールを送信

•ホストへのミーティングサマリーレポート

アラームの例

•アラーム：ミーティングの問題

設定可能なパーセント：n%

情報カテゴリ：ミーティングエラー発生数が %n% of %MaxData%に達しました

Cisco Webexサイトで進行中の会議で n%の問題が発生しています。

•アラーム:ミーティング参加者

設定可能なパーセント：n%

情報カテゴリ：オンラインミーティングの参加者数が %Total%中 n%に達しました

オンラインミーティングの参加者数がシステムキャパシティの n%に達しました。
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•アラーム: CPU使用率

アラート：CPU使用率が %X%MHz of %Y% MHz（75%）に達しました

CPU使用率が 75%に達しました

•アラーム:メモリ使用率

メモリ：メモリ使用率が %X% GB of %Y% GB（75%）に達しました

メモリ使用率が 75%に達しました

•アラーム:ネットワーク帯域幅使用率

情報カテゴリアラート：ネットワーク帯域幅の使用率が%X%Mbpsof%Y%Mbps（75%）
に達しました

ネットワーク帯域幅の使用率が 75%に達しました

•アラーム:記憶領域使用率

情報カテゴリ：アラート：ストレージ使用率が %X% GB of %Y% GB（75%）に達しまし
た

ストレージ使用率が 75%に達したため、Webex Meetingsの最適なパフォーマンスを確保
するため、すべてのユーザに対して会議の録音が無効になりました。

ネットワークファイルサーバのストレージシステムでストレージが利用可能になるまで、

ユーザはミーティングを録音できなくなります。

•アラームライセンス -割り当てられたユーザ猶予ライセンス

情報カテゴリ：アラート：一時ホストライセンスは 180日後に有効期限が切れます

一時ホストライセンスは 180日後に有効期限が切れます。

恒久的なライセンスをインストールするには、管理者に問い合わせてください。

•アラームライセンス -管理者にユーザへの猶予ライセンス割り当てを警告

情報カテゴリ：アラート：一時ホストライセンスの有効期限は 180日後です

%NumberofLicenses%一時ライセンスの有効期限は 180日後です。

恒久ライセンスを追加でインストールして、これらのユーザがミーティングを主催できる

ようにします。

•アラームライセンス -管理者に猶予ライセンスの有効期限を警告

情報カテゴリ：アラート：一時ホストライセンスの有効期限が切れています

%NumberofLicenses%一時ライセンスの有効期限が切れています。

恒久ライセンスを追加でインストールして、これらのユーザがミーティングを主催できる

ようにします。

•アラームライセンス -管理者にすべての猶予ライセンスが使い果たされたときに警告

情報カテゴリ：アラート：すべてのライセンスが割り当てられています
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すべてのライセンスが割り当てられましたが、新しいユーザはミーティングを主催するこ

とはできません。

恒久ライセンスを追加でインストールして、これらのユーザがミーティングを主催できる

ようにします。

•アラームライセンス -管理者にライセンスの使用がしきい値を超えたときに警告

設定されたしきい値：$n

情報カテゴリ：アラート：しきい値を超えるライセンス使用率

すべての恒久ライセンスの $nが割り当てられます。恒久ライセンスを追加でインストー
ルして、さらなるユーザがミーティングを主催できるようにします。

•アラーム監査ログ

設定可能なパーセント = n%

情報カテゴリ：アラート：監査ログが最大許容量に迫っています

ログパーティションは、全体のキャパシティの n%です。

空きディスク領域の増加。

または、CWMSシステムセクションの [ログパージング設定（Log Purging Settings）]に
ある [設定（Settings）] > [アプリケーション監査ログ（Application Audit Log）] > [アプリ
ケーション監査ログ（Application Audit Log）]に移動できます。

すべてのログアーカイブを削除する前に日付を選択し、[ログアーカイブの消去（Purge
Log Archive）]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、制限付き

情報カテゴリ：アラート：データセンター間のデータ同期は %ReplicationStatus%です。

DC-1から DC-2へのデータ同期が %ReplicationStatus%です。データセンター間のネット
ワークリンクの状態が良好であり、複数データセンターの要件を満たしていることを確認

します。

• HAシステムのアラーム - DBレプリケーションステータス

情報カテゴリ：アラート：データ同期が非アクティブです

データセンターのデータ同期が非アクティブになっています。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ことを確認します。

• MDCのアラーム -データセンターのステータス

%DatacenterStatus% =部分的なサービス、ダウン

情報カテゴリ：アラート：データセンターは %DatacenterStatus%です

MyDatacenter1データセンターが %DatacenterStatus%状態であり、システムが問題を修復
しようとしています。
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システムは正常に動作していますが、データセンターにはできるだけ早く対処する必要が

ある問題があります。これが意図的なものである場合は、このメッセージを無視します。

• MDCのアラーム -データセンターに到達不可

情報カテゴリ：アラート：MyDatacenter2データセンターに到達できません

MyDatacenter1データセンターからMyDatacenter2データセンターに到達できません。運用
していないか、ネットワークから切断されています。

データセンターを操作していて、そのデータセンターが意図的に停止された場合は、この

メッセージを無視します。

• MDCのアラーム -データセンターがブロック状態

情報カテゴリ：アラート：データセンターがブロックされています

MyDatacenter1データセンターがブロックされています。システムはエンドユーザトラ
フィックを他のデータセンターにリダイレクトし、この問題を自己修正しようとしていま

す。

<site name>システムは正常に動作し続けています。このデータセンターの問題はユーザに
対して透過的ですが、問題はできるだけ早く解決する必要があります。データセンターを

操作していて、そのデータセンターを意図的にこの状態にした場合は、このメッセージを

無視します。

•時計が狂ったら電子メールを送信

情報カテゴリ：カスマイズログファイルの用意ができました

データセンター DC-1と DC-2の管理仮想マシン間で時間の誤差が検出されました。時間
の同期は、これらのデータセンターで共有されるデータの整合性を維持するために不可欠

です。

この問題は、エンドユーザに対して透過的ですが、問題をできるだけ早く解決する必要が

あります。

正しい NTPサーバが両方のデータセンターの仮想マシン上に設定されていること、およ
びそれらのホストから NTPサーバが到達可能であることを確認してください。

ストレージサーバーの設定

ディザスタリカバリのシステムをバックアップするには、ストレージサーバを使用します。ス

トレージサーバを使用したディザスタリカバリ（35ページ）を参照してください。ストレー
ジサーバには、ミーティングの録音およびアバターファイルも保存されます。サポートされ

ているストレージ方式は、Network File System（NFS）と Secure Storage（SSHFS）です。すべ
ての内部仮想マシンからストレージサーバにアクセスできることを確認します。また、仮想マ

シンをバックアップするための VMware提供の VMwareデータリカバリ機能もあります。

外部インターネットリバースプロキシ（IRP）サーバのように、ストレージサーバを外部の
仮想マシンに接続する必要はありません。
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ストレージサーバは、次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

•サイト URL

Secure Storageには、次の機能が含まれています。

•暗号化通信。

•ストレージサーバへの許可されたアカウントへのアクセス制限。

•権限は定義済みのユーザにマップされます。ストレージの 777権限は現在、不要です。

Cisco Webex Meetings Serverは、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、NFS共有を排他的に使用する必要があります。CiscoWebexMeetingsServer
が使用する NFS共有に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ストレージサーバの追加

ストレージサーバを使用して、アバターファイル、ミーティング記録、およびディザスタリカ

バリバックアップを保存するようにシステムを設定します。選択するストレージサーバは、シ

ステムの設定によって異なります。

始める前に

ポート22はセキュアストレージに使用されます。

ポート111、1110、2049、4045は、nfsサーバ実装のさまざまな NFSサービスおよび NFS設定
用の標準ポートです。

• NFSトラフィックには、ポート 111 (TCPおよび UDP)と 2049 (TCPおよび UDP)が必要で
す。

•クラスタのステータスにはポート1110(TCP)が必要であり、クライアントのステータスに
はポート 1110 (UDP)が必要です。

• NFSロックマネージャには、ポート 4045 (TCPおよび UDP)が必要です。

システムがユーザが生成したコンテンツとシステムバックアップを保存できるように、Unixア
クセス権限を設定していることを確認してください。(NFSストレージに適用されます)。
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Linuxベースのストレージシステムでは、ネットワークファイルシステム (NFS)に使用される
ディレクトリの匿名ユーザの読み取りおよび書き込み権限を設定します。NFS共有にLinuxク
ライアントを接続します。 （32ページ）を参照してください。

Windowsベースのストレージシステムでは、ネットワークアクセスを有効にします。 [everyone
の権限を匿名ユーザに適用する]設定にします。さらに、NFSに対して Everyoneユーザグルー
プの読み取りおよび書き込み権限を指定する必要があります。NFS共有の設定（31ページ）
を参照してください。

セキュアストレージには openSSHサーバを使用することを推奨します。ただし、この機能は
SFTPサーバの構成とは独立しており、このプロトコルをサポートするすべてのサーバで機能
する必要があります。

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム (System)]タブの [サーバ (Servers)]セクションで、[ (サーバ)詳細を表示 (ViewMore)]
を選択します。

ストレージサーバがシステムに存在する場合は、このページに表示されます。システムにスト

レージサーバが存在しない場合は、1つを追加するオプションが表示されます。

ステップ 4 [Storage Server]セクションで、[ Add a Storage server now ]または [ Edit]を選択します。

ステップ 5 [ NFS ]または [ Secure Storage]を選択します。

ステップ 6 （任意）NFS:およびを選択した場合。スタティックルートの設定が必要でない場合は、次の
ステップに進みます。

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。
システムによって NFSマウントポイントが確認されます。

c) [続行（Continue）]を選択します。
ストレージサーバが追加されたことを示す確認メッセージが送信されます。
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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名を入力します。

ユーザ名は小文字から始まる必要があります。ユーザ名の末尾にドル記号 ($)を付けるこ
とができます。

使用できる文字:小文字、数字、アンダースコア、およびドル記号。他のすべての文字は
禁止されています。

b) セキュアストレージのパスワードを入力します。
c) [ Secure Storage Mount Point ]フィールドにストレージサーバの名前を入力します。

許可される文字：[A-Z] [a-z] [0-9] !#$()+,-:;=_][{}~

禁止文字: /\ "' '% & * < >? |^

d) [保存]を選択します。

システムによってマウントポイントが確認されます。ストレージサーバが追加されたことを示

す確認メッセージが送信されます。

ステップ 8 [完了（Done）]を選択します。

ステップ 9 メンテナンスモードをオフにします。

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。

次のタスク

次のことを確認してください。

•ストレージサーバは、Cisco Webex Meetingsサーバの外部からアクセスできます。

•ストレージサーバの電源がオンになっています。

•ストレージサーバへのネットワーク接続が確立されています。

• Cisco Webex以外のミーティングサーバマシンからのマウント/アクセスが可能です。

•ストレージサーバがいっぱいになっていません。
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ユーザがCisco Webexミーティングの録音ページから誤って録音を削除し、その録音がネット
ワークファイルシステム (NFS)ストレージサーバに保存されている場合は、Cisco Technical
Assistance Center (TAC)に連絡して、録音の回復に関するサポートを受けることができます。

（注）

NFSファイルサービスのインストール

手順

ステップ 1 サーバマネージャを起動します。

ステップ 2 トップメニューで [管理（Manage）]を選択します。

ステップ 3 [ロールおよび機能の追加（Add Roles and Features）]を選択します。
[開始する前に (Before to begin )]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [Next]を選択します。
[インストールタイプの選択（Select installation type）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [ロールベースまたは機能ベースのインストール（Role-based or feature-based installation）]が選
択されていることを確認し、[次へ（Next）]を選択します。
[サーバの選択（Server selection）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 [Next]を選択します。
[サーバロールの選択（Select server roles）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 [ File And Storage services > file and iSCSI services]を展開し、[ Server for NFS]をオンにしま
す。

ステップ 8 [Next]を選択します。
[機能の選択（Select feature）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 9 [Next]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 (Install)]を選択します。

NFS共有の設定

NFS共有を設定します。

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 （31
ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 ファイルエクスプローラを起動します。
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ステップ 2 NFS共有用の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、[プロパティ（Properties）]を選択します。

ステップ 4 [NFS共有（NFS Sharing）]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 [ Share this folder ]チェックボックスをオンにして、匿名 UIDと匿名 GID。

匿名 UIDのデフォルトは-2です。16ビットのマシンでは、匿名 (nfsnobody) UID-2は16ビット
数値の65534と同等であるため、この値は失敗する可能性があります。(「
Www.troubleshooters.com/linux/nfs.htm」を参照)。

ステップ 7 [共有（Share）]名を入力します。

これは、ユーザがこの NFS共有に接続するときに使用される名前です。

ステップ 8 [権限（Permissions）]を選択します。

ステップ 9 [追加 (Add )]を選択し、クライアント接続の IPアドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ 10 [Read-Write access]または [Read-only access]を選択し、[ OK]を選択します。

ステップ 11 [適用（Apply）] > [OK]を選択します。
NFS共有は、Windows Server 2012 R2でホストされます。

次のタスク

NFS共有に Linuxクライアントを接続します。（NFS共有に Linuxクライアントを接続しま
す。 （32ページ）を参照）。

NFS共有に Linuxクライアントを接続します。

手順

ステップ 1 Linuxサーバまたはデスクトップにログオンします。

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、ターミナルウィ

ンドウを開きます。

ステップ 2 WindowsNFS共有をマウントする新しいディレクトリを作成します。たとえば、mkdir/postprod

生産。

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。たとえば、mount. nfs slfileserver01:/post

製品/ポストプロダクション

ステップ 4 クライアントが読み取り/書き込みアクセス権を持っている場合は、新しいファイルを作成し
て共有をテストします。たとえば、 touch file01です。
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別のストレージサーバーへの変更

現在の NFSまたは SSH NFSのストレージサーバーを予備のストレージサーバーに切り替える
と、保存されていたファイルにアクセスできなくなります。再びアクセスできるようにするに

は、すべてのアバターファイル、ミーティングの録音、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。

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）] > [（サーバ）詳細情報（(Servers) View More）] > [ストレージサーバの
削除（Remove Storage Server）]を選択します。

ステップ 4 古いストレージサーバーから新しいストレージサーバーに、アバターファイル、録音ファイ

ル、およびバックアップファイルを手動で転送します。

各システムはユニークなものなので、これらのファイルを転送するための具体的な手順を提供

することはできません。

ステップ 5 [ストレージサーバ（Storage Server）]セクションで、[ストレージサーバを今すぐ追加（Add a
Storage server now）]を選択します。

ステップ 6 予備の NFSのマウントポイントを入力するか、予備のセキュアなストレージのユーザ名を入
力します。

ユーザ名は小文字から始まる必要があります。ユーザ名の末尾にドル記号 ($)を付けることが
できます。

使用できる文字:小文字、数字、アンダースコア、およびドル記号。他のすべての文字は禁止
されています。

例：

user1
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ステップ 7 予備の NFSのマウントポイントを入力するか、予備のセキュアなストレージのパスワードを
入力します。

例：

*******

ステップ 8 予備の NFSのマウントポイントを入力するか、または予備のセキュアなストレージのマウン
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（Save）]を選択します。

システムにより、予備の NFSのマウントポイントまたはセキュアなストレージのマウントポ
イントを確認するように求められます。

ステップ 10 （任意） [はい（Yes）]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（No）]を
選択してこの手順をスキップします。

予備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。ディザスタリカバリの詳細については、「ストレージサーバを使用

したディザスタリカバリ（35ページ）」を参照してください。

ステップ 11 [続行（Continue）]を選択します。

ストレージサーバーが追加されたことを示す確認メッセージが届きます。

ステップ 12 [完了（Done）]を選択します。

ステップ 13 （任意）毎日バックアップのデフォルト時間を変更できます。[ストレージサーバ（Storage
Server）]セクションで、システムバックアップスケジュールの [時刻（time）]をクリックし、
ドロップダウンリストから別の時間を選択します。[保存（Save）]を選択します。
毎日のバックアップは、選択した時点で発生します。

ステップ 14 メンテナンスモードをオフにします。

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。
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ストレージサーバを使用したディザスタリカバリ

障害としては、ネットワークのクラッシュ、サーバの障害、データセンターの停止、またはシ

ステムが使用できなくなるその他のイベントが考えられます。ディザスタリカバリには、次の

2種類があります。

•シングルデータセンター (SDC)のディザスタリカバリ:同じデータセンターに SDCシステ
ムを再インストールし、ストレージサーバのバックアップを使用して同じ状態に復元する

ことができます。

•マルチデータセンター (MDC)のディザスタリカバリ: 1つのデータセンターで障害が発生
した場合、2番目のデータセンターを介してMDCシステムにアクセスし、破損したデー
タセンターを復元して、データセンターに接続してMDCシステムを復元できます。障害
が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る場合は、ライセンス

マネージャを再インストールする必要があります。これは、一度に1つのシステムでしか
実行できないためです。

ストレージサーバを設定すると、システムは毎日バックアップされます。最新のバックアップ

に関する情報を含むシステムバックアップ通知がダッシュボードに表示されます。一度にスト

レージに保存されるバックアップシステムは1つだけです。アップグレードまたは更新を実行
した後、以前のCiscoWebexmeeting Serverバージョンからのバックアップは保持されます。異
なるCiscoWebexmeeting Serverのインストールには、同じストレージディレクトリを使用しな
いことを推奨します。

ディザスタリカバリに関する次の点に注意してください。

• 30分以上かかります。

•最新のバックアップの設定を使用して、設定を上書きします。

•ユーザにサービスを復元するための追加の手順を実行する必要があります (このセクショ
ンの次の説明を参照)。

この手順では、特定のシステム設定、ユーザ情報、会議情報、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をバックアップします。バックアッププロセスでは、個々の
仮想マシンの VMwareクレデンシャルまたは IPアドレス情報は保存されません。また、仮想
マシンをバックアップするためのVMware提供のVMwareデータリカバリ機能もあります。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）。ディ
ザスタリカバリを実行する場合は、次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トへの接続 (CiscoUnifiedCommunicationsManager (CUCM)など)。

• SSL証明書 (ディザスタリカバリ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、オプションで同じ 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、必要に応じて、プライマリシステムの元の IPアドレス
またはホスト名を使用できます。

ディザスタが発生し、システムを使用できない場合は、次の手順を実行します。
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始める前に

ディザスタリカバリ手順を実行するには、次の手順に従います。

•ストレージサーバが設定されている必要があります。ストレージサーバが設定されていな
い場合、ディザスタリカバリオプションは使用できず、バックアップは作成されません。

詳細については、NFSまたは SSHストレージサーバの追加（28ページ）を参照してくだ
さい。

•リカバリシステムは、元のシステムと同じ展開サイズとソフトウェアバージョンである必
要があります。

高可用性 (HA)システムの場合は、まずディザスタリカバリを設定してから、そのシステ
ムで HAを設定する必要があります。ディザスタからの回復が必要な HAシステムがある
場合は、最初にシステムを復元してから、復元されたシステムでHAを設定する必要があ
ります。HAの詳細については、高可用性システムの追加を参照してください。

• NFSに保存されているバックアップ OVAでは、システムを再構築するだけでは十分では
ありません。ディザスタリカバリのために、システムの外部に保存されている現在のOVA
ファイルを使用することを推奨します。この状況では、ディザスタリカバリに失敗した更

新から回復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またはカ
スタマーサービスを使用して注文する必要があります。場合によっては時間がかかること

があります。そのため、システムを変更する前に、現在のシステムの OVAファイルにア
クセスすることを推奨します。

ソフトウェアサブスクリプションがある場合は、契約番号を使用して、で

http://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/productUpgrade.jsp製品アップグレードツール (PUT)を
使用して ovaファイルを注文できます。[Edelivery]を選択した場合は、サイトからダウン
ロードできます。このプロセスのサポートが必要な場合、または PUTへのアクセス権を
持っていない場合は、アカウントチームまたはカスタマーサービスにお問い合わせくださ

い。シスコカスタマーサービスの連絡先については、次の urlを参照してください。
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html#~tab-b

手順

ステップ 1 展開を復元できるシステムの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します。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [ System > (Servers) > ]を選択して、追加のストレージサーバを表示します。
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ステップ 4 [セキュアストレージ（Secure Storage）]を選択します。

ステップ 5 [NFSマウントポイント (NFSMount Point )]フィールドにストレージサーバの名前とパスワー
ドを入力し、[保存 (Save)]を選択します。

例：

192.168.10.10:/CWMS/backup。

ステップ 6 [ Continue ]を選択して、ディザスタリカバリを続行します。

リカバリ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と一致する場合は、

ディザスタリカバリに進むことができます。システムの展開サイズまたはソフトウェアバー

ジョンが異なる場合は、展開サイズとソフトウェアバージョンが元の展開と一致するように、

リカバリシステムにアプリケーションを再展開するまで続行できません。IPアドレスまたはホ
スト名は、元の展開と一致している必要はありません。

ステップ 7 続行するには、次のアクションのいずれかを選択します。

• [キャンセル (Cancel)]:ストレージサーバ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後、このページに戻り、[続行 (Continue )]を選択して
続行します。

• [続行 (Continue)]:既存のシステムを上書きし、ディザスタリカバリを続行します。

ディザスタリカバリプロセスが開始されます。ブラウザを閉じると、プロセスが完了するまで

システムに再度サインインすることはできません。

ステップ 8 メンテナンスモードをオフにします。

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。

次のタスク

ユーザに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。

•電話会議の設定を再設定します。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設定を再設定します。詳細については、フェデレーションシングルサインオン (SSO)
設定の構成を参照してください。
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• SNMP設定を再設定します。詳細については、SNMPの設定（38ページ）を参照してく
ださい。

•証明書を再設定します。リカバリシステムで設定されているSSL証明書と一致しない場合
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設定を構成します。復元されたシステム上
のVIPは、元のシステムで使用していたものとは異なる場合があります。エンドユーザが
元のリンクを使用して、復元されたシステムで会議にサインインしたり会議に参加したり

するには、DNS設定を完了する必要があります。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（5ページ）を参照してください。

•ディレクトリ統合用にシステムを設定し、LDAP認証を有効にしている場合は、CUCMク
レデンシャルが機能していることを確認します。システムのメンテナンスモードを終了

し、システムの再起動が完了したら、管理サイトにサインインして、[ Users > Directory
Integration]を選択し、[Save]を選択します。CUCMのクレデンシャルが正しくない場合、
無効なクレデンシャルのエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージが表示

された場合は、正しいクレデンシャルを入力し、[保存 (Save )]を再度選択します。(「ディ
レクトリ情報の設定」を参照してください)。

SNMPの設定
次の SNMP設定を構成できます。

•コミュニティストリング：SNMPコミュニティストリングは、MIBオブジェクトおよび
関数へのアクセスを組み込みのパスワードとして認証します。

• USMユーザ:追加のメッセージレベルのセキュリティを提供するために、ユーザベースの
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、USM設定
を追加します。デフォルトのUSMユーザである serveradminは、MIB情報に対する読み取
りおよび書き込み権限を持っていますが、設定した新しい USMユーザはすべて、MIB情
報に対する読み取り専用権限しか持ちません。

•通知先 (Notification destination):トラップ/インフォーム受信者を設定するには、この機能を
使用します。

コミュニティストリングの設定

コミュニティ文字列とコミュニティ文字列アクセス権限は、追加および編集ができます。
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コミュニティストリングの追加

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 Select System and select the View More link in the SNMP section.

ステップ 4 「コミュニティの文字列」セクションで [追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 [コミュニティの文字列を追加]ページのフィールドをすべて入力します。

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 256文字です。Community String Name

コミュニティストリングへのアクセス権限を設定します。これを

実施する際の選択肢は以下のとおりです。

アクセス権限（Access
Privileges）

• ReadOnly

•読み書き

• ReadWriteNotify

• NotifyOnly

•なし

デフォルト：ReadOnly

ホスト IPアドレス情報タイプを選択します。（デフォルト：[ホス
トからのSNMPパケットを受け付ける（AcceptSNMPPackets from
any Hosts）]）

Host IP Address
Information

[これらのホストから SNMPパケットを受け付ける（Accept SNMP
Packets from these Hosts）]を選択すると、選択範囲の下にダイア

システム設定

39

システム設定

コミュニティストリングの追加

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_18
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19


説明オプション

ログボックスが表示されます。ホスト名とカンマ区切りの IPアド
レスを入力します。

[追加（Add）]を選択します。

コミュニティ文字列がシステムに追加されます。

ステップ 6 メンテナンスモードをオフにします。

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。

コミュニティ文字列の編集

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）]を選択し、SNMPセクションで [詳細情報（View More）]リンクを選択
します。
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ステップ 4 [コミュニティ文字列（Community Strings）]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の編集（Edit Community Strin）]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 256文字です。Community String Name

コミュニティ文字列へのアクセス権限を設定します。アクセス権限（Access
Privileges） • ReadOnly

•読み書き

• ReadWriteNotify

• NotifyOnly

•なし

デフォルト：ReadOnly

ホスト IPアドレス情報タイプを選択します。Host IP Address Information

デフォルト：ホストからの SNMPパケットを受け付ける（Accept
SNMP Packets from any Hosts）

[これらのホストからSNMPパケットを受け付ける（AcceptSNMP
Packets from these Hosts）]：選択範囲の下にダイアログボックス
が表示されます。ホスト名とカンマ区切りの IPアドレスを入力し
ます。

[編集（Edit）]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。
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USMユーザの設定
USMのユーザを追加したり編集したりすることができます。

USMユーザの追加

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）]を選択し、SNMPセクションで [詳細情報（View More）]を選択しま
す。

ステップ 4 「USMユーザ」セクションで [追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 [USMユーザの追加]ページのフィールドをすべて入力します。

説明オプション

設定するUSMユーザ名を入力します。最大 256文字を入力できま
す。

USMユーザ名（USM
User Name）

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

によって、ユーザに対して設定可能なアルゴリズムとパスワード

が決定されます。これを実施する際の選択肢は以下のとおりです。

セキュリティレベル

（Security Level）

• noAuthNoPriv：認証アルゴリズムとパスワードがなく、ユーザ
に対してはプライバシーアルゴリズムとパスワードはありま

せん。

• authPriv：認証アルゴリズムとパスワードが設定でき、ユーザ
に対してはパスワードと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。

システム設定

42

システム設定

USMユーザの設定

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_18
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19


説明オプション

• authNoPriv：認証アルゴリズムを設定でき、ユーザに対しては
パスワードを設定できます。

デフォルト：noAuthNoPriv

ユーザに対して、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に設定されている場合にのみ表示されま
す。

（注）

デフォルト：SHA

ユーザの認証パスワードを入力します。認証パスワード

（Authentication
Password）

このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivまた
は authNoPrivに設定されている場合にのみ表示されま
す。

（注）

ユーザ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に設
定されている場合にのみ表示されます。

（注）

デフォルト：AES128

ユーザのプライバシーパスワードを入力します。プライバシーパスワード

（Privacy Password）
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivに設
定されている場合にのみ表示されます。

（注）

ステップ 6 [追加（Add）]を選択します。

USMユーザ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。
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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。

USMユーザの編集

デフォルトのUSMユーザである serveradminは、内部的に使用されています。管理者は、USM
の serveradminユーザのユーザ名とプライバシーパスワードを変更することはできますが、こ
のユーザのセキュリティレベル、認証アルゴリズム、プライバシーアルゴリズムを変更するこ

とはできません。

（注）

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）]を選択し、SNMPセクションで [詳細情報（View More）]を選択しま
す。

ステップ 4 [USMユーザ（USM Users）]セクションで USMユーザを選択します。

ステップ 5 [USMユーザの編集（Edit USM User）]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ユーザ名を変更します。最大 256文字を入力できます。USMユーザ名（USMUser
Name）

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

によって、ユーザに対して設定可能なアルゴリズムとパスワード

が決定されます。これを実施する際の選択肢は以下のとおりです。

セキュリティレベル

（Security Level）

システム設定

44

システム設定

USMユーザの編集

cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_18
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19
cwms_b_administration-guide-cwms-4-0_chapter12.pdf#nameddest=unique_19


説明オプション

• noAuthNoPriv：認証アルゴリズムとパスワードがなく、ユー
ザに対してはプライバシーアルゴリズムとパスワードはあり

ません。

• authPriv：認証アルゴリズムとパスワードが設定でき、ユーザ
に対してはパスワードと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：認証アルゴリズムを設定でき、ユーザに対しては
パスワードを設定できます。

デフォルト：noAuthNoPriv

ユーザに対して、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に設定されている場合にのみ表示されま
す。

（注）

デフォルト：SHA

ユーザの認証パスワードを変更します。認証パスワード

（Authentication
Password）

このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivまた
は authNoPrivに設定されている場合にのみ表示されま
す。

（注）

ユーザ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に設
定されている場合にのみ表示されます。

（注）

デフォルト：AES128

ユーザのプライバシーパスワードを変更します。プライバシーパスワード

（Privacy Password）
このオプションは、セキュリティレベルがauthPrivに設
定されている場合にのみ表示されます。

（注）

ステップ 6 [編集（Edit）]を選択します。

USMユーザの情報を変更します。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

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
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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。

通知先の設定

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）]を選択し、SNMPセクションの [詳細情報（View More）]リンクを選択
します。

ステップ 4 通知先の一覧から通知先のリンクを選択します。

ステップ 5 通知先に関する次のフィールドを編集できます。

説明オプション

通知先として設定する仮想マシンのホスト名または

IPアドレス。
宛先ホスト名/IPアドレス (Destination
Hostname / IP Address)

CWMSでは、その IPアドレスがDNSサー
バーに登録されていることを digコマンド
で確認します。[応答（ANSWER）]セク
ションがない場合、次のようなエラーが発

生します。有効なホスト名を入力するか、

有効な IP アドレスを入力してください。

（注）
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説明オプション

仮想マシンのポート番号。ポート番号

デフォルト：162

ご使用の SNMPのバージョン。[SNMPバージョン（SNMP Version）]

デフォルト：V3

[通知（Inform）]または [トラップ（Traps）]を選
択します。

通知タイプ

デフォルト：通知

USMユーザを選択します。詳細については、USM
ユーザの設定（42ページ）を参照してください。

USMユーザ（USM Users）

このオプションは、[SNMP
バージョン（SNMP Version
）]をV3に設定した場合にの
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、

コミュニティストリングの設定（38ページ）を参
照してください。

[コミュニティ文字列（Community
String）]

このオプションは、[SNMP
バージョン（SNMP Version
）]をV3に設定しなかった場
合にのみ表示されます

（注）

ステップ 6 [保存（Save）]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。
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通知先の編集

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 メンテナンスモードをオンにします。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。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、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。フェールオーバーにより、アクティブ

な会議で短時間の中断が発生する可能性があります。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のメンテナンスモードをオ

ンにすると、すべての会議機能がシャットダウンされます。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することはでき

ません。

ステップ 3 [システム（System）]を選択し、SNMPセクションの [詳細情報（View More）]リンクを選択
します。

ステップ 4 通知先の一覧から通知先のリンクを選択します。

ステップ 5 通知先に関する次のフィールドを編集できます。

説明オプション

通知先として設定する仮想マシンのホスト名ま

たは IPアドレス。
宛先ホスト名/IPアドレス (Destination
Hostname / IP Address)

仮想マシンのポート番号。ポート番号

デフォルト：162

ご使用の SNMPのバージョン。[SNMPバージョン（SNMP Version）]

デフォルト：V3

[通知（Inform）]または [トラップ（Traps）]
を選択します。

通知タイプ

デフォルト：通知

USMユーザを選択します。詳細については、
USMユーザの設定（42ページ）を参照してく
ださい。

USMユーザ（USM Users）

このオプションは、[SNMPバー
ジョン（SNMPVersion）]をV3に
設定した場合にのみ表示されます

（注）
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説明オプション

コミュニティ文字列を選択します。詳細につい

ては、コミュニティストリングの設定（38
ページ）を参照してください。

[コミュニティ文字列（Community String）]

このオプションは、[SNMPバー
ジョン（SNMPVersion）]をV3に
設定しなかった場合にのみ表示さ

れます

（注）

ステップ 6 [保存（Save）]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。

ミーティング録音の管理
管理者は、ミーティングの録音を一覧表示、フィルタ、または削除することができます。

•録音の一覧をファイル名、日付、サイズ、または所有者で並べ替えることができます。

•録音のリストをタイトル、作成日、または所有者 ID（ミーティングのホスト）で検索で
きます。

監査者は、ミーティングの録音を一覧表示またはフィルタすることができます。

管理者と監査者は、ミーティングの録音を再生したり、ダウンロードすることはできません。

レコーディングの検索

検索条件としては、アクティブなユーザ、非アクティブなユーザ、削除されたユーザ、レコー

ディング（録音）タイトル、作成日、または所有者 ID（ミーティング主催者）を指定できま
す。
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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 [システム（System）] > [録音（Recordings）] > [詳細情報（ViewMore）]を選択します。（監
査人は、[録音（Recordings）]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のタイプを選択します。

ステップ 4 検索する文字列を入力します。

ステップ 5 （任意）このオプションを選択して、検索する開始日と終了日の範囲を入力します。

ステップ 6 [検索（Search）]を選択します。
日付範囲内の録音のうち、検索文字列に一致するものが表示されます。

ミーティングの録音の削除

録音を削除できるのは管理者だけです。監査人が設定されていても、監査人は録音を削除でき

ません。録音は 6ヵ月後にファイルストレージ（NFS）から削除されます。

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 [システム（System）] > [録音（Recordings）] > [詳細情報（View More）]を選択します。

ステップ 3 削除する録音を選択します。

ステップ 4 [削除（Delete）]を選択します。
処理を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

ステップ 5 [はい（Yes）]を選択します。

確認メッセージが表示されます。

ステップ 6 [はい（Yes）]を選択します。

システムによってミーティングの録音が削除されます。録音の所有者は、削除された録音を通

知する電子メールを受け取ります。
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システムバックアップ
バックアップは毎日実行され、初期設定値は、現地時間の午前 4時 20分です。Cisco Webex
MeetingsServerは、会議、録音、または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。バックアップが既存することを確実にするため、次の日のバックアッ

プが完了するまで、前のバックアップが削除されることはありません。

システムは、500 MBのバックアップに約 5分間かかります。システムのバックアップに要す
る時間は、ストレージ速度、NFS速度、その他の要因によって異なります。70 GBのデータ
ベースは、バックアップには約 1時間、NFSへの転送には 10分要します。転送時間は 12 MB/
秒で、他のネットワーク通信を可能にし、システムの継続的な動作を確実にします。

バックアップの管理

バックアップファイルは起動、検証、削除、または復元することができます。

バックアップを開始するには、[今すぐバックアップ（Backupnow）]を選択します。確認ウィ
ンドウが表示されます。

バックアップを検証または削除するには、次のようにします。

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 [システム（System）] > [バックアップ（Backups）] > [詳細情報（View More）]の順に選択し
ます。

ステップ 3 検証または削除する 1つまたは複数のファイルを選択するか、復元する 1つのファイルを選択
します。

ステップ 4 [アクション（Actions）]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、次のこ

とを確認して、フォルダーを検証します。

検証

•このフォルダーが存在する。

•ファイルが存在する。

•チェックサムが正しい。

•このフォルダーが CWMSストレージに存在する。

システム設定

51

システム設定

システムバックアップ



説明オプション

フォルダーの検証ステータスは、次のいずれかです。

不明（Unknown）：バックアップフォルダが検証されていません。

良好（Good）：バックアップフォルダは指定した時刻に正常に検証されまし
た。

ファイルが存在しない（Missing files）：指定された時間に検証が実行され、必
要なファイルがバックアップフォルダに存在しないことが検出された場合、シ

ステムはディザスタリカバリで使用できません。

DB破損（DB Corrupted）：指定された時間内に検証が実行され、バックアッ
プデータベースが破損していることが検出された場合、システムはディザスタ

リカバリで使用できません。

コピーの失敗（Copying failed）：システムファイルがバックアップフォルダに
コピーされませんでした。

圧縮解除の失敗（Unpacking failed）：システムファイルを圧縮解除できません
でした。

互換性のないバージョン（Incompatible version）：指定された時刻に検証が実
行され、現在のシステムバージョン以外のバージョンのバックアップが作成さ

れていることを検出した場合、システムはディザスタリカバリで使用できませ

ん。

ファイルがシステムから削除されたことを示すメッセージが表示されます。削

除されたファイルは、システムから完全に削除されます。

削除

管理ノードの現在の IPアドレスと異なる IPアドレスから行われたバックアップ
は、削除できません。そのようなバックアップとしては、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になっている

場合）、異なるデータセンターによって作成されたバックアップ、または管理

ノードの IPアドレスの変更前に作成されたバックアップがあります。このよう
なバックアップは、接続型ストレージ上で手動で削除する必要があります。

このプロセスの一環としてシステムがメンテナンスモードになることを示すメッ

セージが表示されます。

[回復
（Recover）]

•このプロセスは、完了するまでに 30分以上かかります。[バックアップ管
理（backupmanagement）]ページでディザスタリカバリのステータスを監視
できます。

• [バックアップ管理（backup management）]ページからは移動できますが、
ディザスタリカバリプロセスが完了する前にこのブラウザを閉じると、こ

のプロセスが完了するまでログインできなくなります。

•このプロセスでは、エンドユーザにサービスを復元する前に、追加のタス
クを実行する必要があります。
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説明オプション

ディザスタリカバリの詳細については、ストレージサーバを使用したディザス

タリカバリ（35ページ）を参照してください。

ステップ 5 [続行（Continue）]を選択して、プロンプトに従います。

このウィンドウから移動しても、このプロセスのステータスを再度確認することもできます。

システムバックアップ時間のスケジューリング

システムでストレージサーバーが設定されている場合、システムの自動バックアップが示され

ている時刻に毎日開始されます。時刻を変更するには、次のようにします。

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 [システム（System）] > [バックアップ（Backups）] > [詳細情報（View More）]の順に選択し
ます。

ステップ 3 [システムバックアップスケジュールの時刻（System Backup Schedule time）]を選択します。

これにより、バックアップのスケジュール時刻を変更するためのポップアップが開きます。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

システムの即時バックアップ

今すぐバックアップを使用して、システムのバックアップをすぐに作成するバックアップ操作

を開始します。次の点に注意してください。

•バックアップ操作を開始すると、それを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、システムの電源を切る、システムをリブートする、または
メンテナンスモードを終了する（メンテナンスモードになっている場合）ことはできま

せん。

•システムによっては、このプロセスを完了するのに 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別の場所に移動して、[バックアップの管
理]ページでこのプロセスのステータスを監視することができます。
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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 [システム（System）] > [バックアップ（Backups）] > [詳細情報（View More）]の順に選択し
ます。

ステップ 3 [今すぐバックアップ（Backup now）]を選択します。

ステップ 4 [続行（Continue）]を選択して、システムバックアップを作成することを確認します。
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