
展開に必要なネットワーキングの変更

•システムのネットワーキングチェックリスト（1ページ）
•自動展開およびパブリックアクセスによるインストールまたは展開のネットワーキング
チェックリスト（3ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、およびすべての内部仮想マシンによるインストールまた
は展開のネットワーキングチェックリスト（5ページ）

•自動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズンDNSによるインストー
ルや展開のネットワーキングチェックリスト（9ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズンDNSによるインストー
ルや展開のネットワーキングチェックリスト（11ページ）

•自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズンDNSによるインストール
や展開のネットワーキングチェックリスト（14ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズンDNSによるインストール
や展開のネットワーキングチェックリスト（17ページ）

•自動展開およびパブリックアクセスなしによるインストールまたは展開のネットワーキン
グチェックリスト（20ページ）

•手動展開およびパブリックアクセスなしによるインストールや展開のネットワーキング
チェックリスト（22ページ）

• Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（25ページ）
•すべての仮想マシンが内部ネットワークにある場合のポートアクセス（26ページ）
• DMZネットワークのインターネットリバースプロキシによるポートアクセス（27ペー
ジ）

• VMware vCenterポート（32ページ）
• Cisco Webex Meetingセンターポート（33ページ）
•システムでの NATの使用（34ページ）
•転送プロキシ（37ページ）

システムのネットワーキングチェックリスト
ネットワーキングチェックリストには、DNS設定およびパブリックアクセス（インターネッ
トまたはモバイルデバイスから会議を主催したり会議に出席することをユーザに許可）が有効
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になっているかどうかに応じて、システムに必要なネットワーキングの変更がリストされま

す。

自動システム展開（50人、250人、または 800人規模のユーザ展開に推奨）を使用するか、ま
たは手動システム展開（2000人規模のユーザ展開に必要）を使用するかに応じて、適切なチェッ
クリストを選択します。

•インターネットリバースプロキシを含むすべての仮想マシンは、内部ネットワークにあ
ります（最も簡単な設定）。

•自動展開およびパブリックアクセスによるインストールまたは展開のネットワーキン
グチェックリスト（3ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、およびすべての内部仮想マシンによるインストール
または展開のネットワーキングチェックリスト（5ページ）

•非スプリットホライズン DNS（最も一般的な DNS設定）

•自動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズンDNSによるインス
トールや展開のネットワーキングチェックリスト（9ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズンDNSによるインス
トールや展開のネットワーキングチェックリスト（11ページ）

•スプリットホライズン DNS

•自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインス
トールや展開のネットワーキングチェックリスト（14ページ）

•手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインス
トールや展開のネットワーキングチェックリスト（17ページ）

•パブリックアクセスのないシステム

•自動展開およびパブリックアクセスなしによるインストールまたは展開のネットワー
キングチェックリスト（20ページ）

•手動展開およびパブリックアクセスなしによるインストールや展開のネットワーキン
グチェックリスト（22ページ）
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自動展開およびパブリックアクセスによるインストール

または展開のネットワーキングチェックリスト

仮想マシンの展開

自動展開では、シスコはユーザにすべての仮想マシン（管理仮想マシン以外）を展開します。

50、250、または 800人規模のユーザシステムを展開している場合は、自動展開を選択するこ
とを推奨します。

•メディア仮想マシン（該当する場合）が管理仮想マシンと同じサブネット上にあることを
確認します。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンが内部ネットワークにあることを確認し
ます。

•すべての仮想マシン（インターネットリバースプロキシを含む）の ESXiホストが同じ
VMware vCenterから管理されていることを確認します。

必要な IPアドレス

[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネットに存在する可能性

あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

内部（インターネットリバー

スプロキシと同じサブネッ

ト）この IPアドレスはパブ
リックにルーティング可能な

ものでなければなりません。

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。パブリック VIPアドレス
にマッピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）
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[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

内部（プライマリシステムの

インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り））

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

DNSの設定

DNSサーバを次のように更新します。Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部
分には、いくつかの制限事項があります。使用できない単語のリストについては、Webexサイ
ト URLおよびWebex管理 URL（25ページ）を参照してください。

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディア仮想マシン）のホスト名と

IPアドレス。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
インターネットリバースプロキシの仮想マシ

ンのホスト名と IPアドレス。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>
管理サイトURLおよびプライベートVIPアド
レス。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLおよびパブリックVIPアド
レス。

ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、インターネットリバースプロキシは内部（管理またはメディア）

仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨します。すべての仮想マシンが内部ネッ

トワークにある場合のポートアクセス（26ページ）を参照してください。
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ネットワークルーティング設定

例タスク

•内部サブネット <internal-subnet>/24

• DMZサブネット <DMZ-subnet>/24

内部ネットワークとDMZネットワーク間でレ
イヤ 3ルーティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。（すべてのシ

ステム仮想マシンを内部的に展開している（イ

ンターネットリバースプロキシが DMZにな
い）ときは、このサブネットは内部ネットワー

クに存在する必要があります）。

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
が同じサブネット上にあることを確認します。

手動展開、パブリックアクセス、およびすべての内部仮

想マシンによるインストールまたは展開のネットワーキ

ングチェックリスト

仮想マシンの展開

手動展開では、vSphereクライアントからOVAウィザードを使用して、システム用のすべての
仮想マシンを作成します。次に、手動展開を使用して、システムをインストールします。

2000人規模のユーザシステムを展開する場合は、手動展開を選択する必要があります。

•追加の内部仮想マシン（該当する場合はメディアおよびWeb）が、管理仮想マシンと同じ
サブネット上にあることを確認します。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンが内部ネットワークにあることを確認し
ます。
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必要な IPアドレス

IPアドレスネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

3番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

Web仮想マシンの実際の IPア
ドレス（2000人規模のユーザ
システムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のWeb仮想マシンの実
際の IPアドレス（2000人規模
のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネットに存在する可能性

あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

内部（インターネットリバー

スプロキシと同じサブネッ

ト）

この IPアドレスはパ
ブリックにルーティ

ング可能なものでな

ければなりません。

（注）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。パブリック VIPアドレス
にマッピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）
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IPアドレスネットワークの場所説明

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAWeb仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部：プライマリシステムの

インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り）

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

DNSの設定

DNS設定を次のように変更します。

Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部分には、いくつかの制限事項がありま
す。使用できない単語のリストについては、Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（25
ページ）を参照してください。

（注）

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディアおよびWeb仮想マシン）の
ホスト名と IPアドレスを使用して、DNSサー
バを更新します。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
インターネットリバースプロキシの仮想マシ

ンのホスト名と IPアドレスを使用して、DNS
サーバを更新します。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>
管理サイトURLとプライベートVIPアドレス
の情報を使用して、DNSサーバを更新します。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLとパブリックVIPアドレス
の情報を使用して、DNSサーバを更新します。
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ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、シスコでは、インターネットリバースプロキシは内部（管理、

メディアおよびWeb、該当する場合）の仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨
しています。

これは推奨されませんが、同じサブネットにすべての仮想マシン（インターネットリバース

プロキシおよび内部）を配置することもサポートしています。すべての仮想マシンが内部ネッ

トワークにある場合のポートアクセス（26ページ）を参照してください。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

比較対象の IPアドレスタスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

管理仮想マシンと、該当する場合はメディア

およびWeb仮想マシンの内部ネットワークと
DMZネットワーク間で L3（レイヤ 3）ルー
ティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。

すべてのシステム仮想マシンを内部

的に展開している（インターネット

リバースプロキシが DMZにない）
ときは、このサブネットは内部ネッ

トワークに存在する必要がありま

す。

（注）

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
（管理、および該当する場合はメディアと

Web）が同じサブネット上にあることを確認
します。
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自動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホ

ライズンDNSによるインストールや展開のネットワーキ
ングチェックリスト

仮想マシンの展開

自動展開では、シスコはユーザにすべての仮想マシン（管理仮想マシン以外）を展開します。

50、250、または 800人規模のユーザシステムを展開している場合は、自動展開を選択するこ
とを推奨します。

•メディア仮想マシン（該当する場合）が管理仮想マシンと同じサブネット上にあることを
確認します。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンがDMZネットワークにあることを確認し
ます。

必要な IPアドレス

[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

DMZ（ただし、プライベート
IPアドレスでNATを使用する
可能性あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

DMZ（インターネットリバー
スプロキシと同じサブネッ

ト）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。パブリック VIPアドレス
にマッピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）
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[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

DMZ（プライマリシステムの
インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り））

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

DNSの設定

DNSサーバを次のように更新します。Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部
分には、いくつかの制限事項があります。使用できない単語のリストについては、Webexサイ
ト URLおよびWebex管理 URL（25ページ）を参照してください。

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディア仮想マシン）のホスト名と

IPアドレス。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
インターネットリバースプロキシの仮想マシ

ンのホスト名と IPアドレス。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>
管理サイトURLおよびプライベートVIPアド
レス。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLおよびパブリックVIPアド
レス。

ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、インターネットリバースプロキシは内部（管理またはメディア）

仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨します。すべての仮想マシンが内部ネッ

トワークにある場合のポートアクセス（26ページ）を参照してください。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

自動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



比較対象の IPアドレスタスク

•内部サブネット <internal-subnet>/24

• DMZサブネット <DMZ-subnet>/24

内部ネットワークとDMZネットワーク間でレ
イヤ 3ルーティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
が同じサブネット上にあることを確認します。

手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホ

ライズンDNSによるインストールや展開のネットワーキ
ングチェックリスト

仮想マシンの展開

手動展開では、vSphereクライアントからOVAウィザードを使用して、システム用のすべての
仮想マシンを作成します。次に、手動展開を使用して、システムをインストールします。

2000人規模のユーザシステムを展開する場合は、手動展開を選択する必要があります。

•追加の内部仮想マシン（該当する場合はメディアおよびWeb）が、管理仮想マシンと同じ
サブネット上にあることを確認します。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンがDMZネットワークにあることを確認し
ます。

必要な IPアドレス

IPアドレスネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



IPアドレスネットワークの場所説明

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

3番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

Web仮想マシンの実際の IPア
ドレス（2000人規模のユーザ
システムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のWeb仮想マシンの実
際の IPアドレス（2000人規模
のユーザシステムのみ）

DMZ（ただし、プライベート
IPアドレスでNATを使用する
可能性あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

DMZ（インターネットリバー
スプロキシと同じサブネッ

ト）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。パブリック VIPアドレス
にマッピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAWeb仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

DMZ：プライマリシステムの
インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り）

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

展開に必要なネットワーキングの変更

12

展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



DNSの設定

DNS設定を次のように変更します。

Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部分には、いくつかの制限事項がありま
す。使用できない単語のリストについては、Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（25
ページ）を参照してください。

（注）

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディアおよびWeb仮想マシン）の
ホスト名と IPアドレスを使用して、DNSサー
バを更新します。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
インターネットリバースプロキシの仮想マシ

ンのホスト名と IPアドレスを使用して、DNS
サーバを更新します。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>
管理サイトURLとプライベートVIPアドレス
の情報を使用して、DNSサーバを更新します。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLとパブリックVIPアドレス
の情報を使用して、DNSサーバを更新します。

ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、シスコでは、インターネットリバースプロキシは内部（管理、

メディアおよびWeb、該当する場合）の仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨
しています。DMZネットワークのインターネットリバースプロキシによるポートアクセス
（27ページ）を参照してください。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

展開に必要なネットワーキングの変更

13

展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、および非スプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



比較対象の IPアドレスタスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

管理仮想マシンと、該当する場合はメディア

およびWeb仮想マシンの内部ネットワークと
DMZネットワーク間で L3（レイヤ 3）ルー
ティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
（管理、および該当する場合はメディアと

Web）が同じサブネット上にあることを確認
します。

自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホラ

イズンDNSによるインストールや展開のネットワーキン
グチェックリスト

仮想マシンの展開

自動展開では、シスコはユーザにすべての仮想マシン（管理仮想マシン以外）を展開します。

50、250、または 800人規模のユーザシステムを展開している場合は、自動展開を選択するこ
とを推奨します。

•メディア仮想マシン（該当する場合）が管理仮想マシンと同じサブネット上にあることを
確認します。

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



•インターネットリバースプロキシの仮想マシンがDMZネットワークにあることを確認し
ます。

必要な IPアドレス

[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

DMZ（ただし、プライベート
IPアドレスでNATを使用する
可能性あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

•内部ユーザ：内部（管理
仮想マシンと同じサブ

ネット）

•外部ユーザ：DMZ（イン
ターネットリバースプロ

キシと同じサブネット）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。2つのVIPアドレスにマッ
ピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

DMZ（プライマリシステムの
インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り））

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



DNSの設定

DNSサーバを次のように更新します。Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部
分には、いくつかの制限事項があります。使用できない単語のリストについては、Webexサイ
ト URLおよびWebex管理 URL（25ページ）を参照してください。

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディア仮想マシン）のホスト名と

IPアドレス。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
DMZ仮想マシンのホスト名と IPアドレス。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>

• <Webex-site-URL>

<Private-VIP-address>

WebexサイトURL、管理サイトURL、および
プライベート VIPアドレスの情報。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLおよびパブリックVIPアド
レス。

ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、インターネットリバースプロキシは内部（管理またはメディア）

仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨します。すべての仮想マシンが内部ネッ

トワークにある場合のポートアクセス（26ページ）を参照してください。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

比較対象の IPアドレスタスク

•内部サブネット <internal-subnet>/24

• DMZサブネット <DMZ-subnet>/24

内部ネットワークとDMZネットワーク間でレ
イヤ 3ルーティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。

展開に必要なネットワーキングの変更

16

展開に必要なネットワーキングの変更

自動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



比較対象の IPアドレスタスク

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
が同じサブネット上にあることを確認します。

手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホラ

イズンDNSによるインストールや展開のネットワーキン
グチェックリスト

仮想マシンの展開

手動展開では、vSphereクライアントからOVAウィザードを使用して、システム用のすべての
仮想マシンを作成します。次に、手動展開を使用して、システムをインストールします。

2000人規模のユーザシステムを展開する場合は、手動展開を選択する必要があります。

•追加の内部仮想マシン（該当する場合はメディアおよびWeb）が、管理仮想マシンと同じ
サブネット上にあることを確認します。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンがDMZネットワークにあることを確認し
ます。

必要な IPアドレス

IPアドレスネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

3番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



IPアドレスネットワークの場所説明

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

Web仮想マシンの実際の IPア
ドレス（2000人規模のユーザ
システムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のWeb仮想マシンの実
際の IPアドレス（2000人規模
のユーザシステムのみ）

DMZ（ただし、プライベート
IPアドレスでNATを使用する
可能性あり）

インターネットリバースプロ

キシの実際の IPアドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

•内部ユーザ：内部（管理
仮想マシンと同じサブ

ネット）

•外部ユーザ：DMZ（イン
ターネットリバースプロ

キシと同じサブネット）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。2つのVIPアドレスにマッ
ピングします）。

•内部ユーザ：プライベー
ト VIPアドレス

•外部ユーザ：パブリック
VIPアドレス

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAWeb仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

DMZ：プライマリシステムの
インターネットリバースプロ

キシと同じサブネット（ただ

し、プライベート IPアドレス
で NATを使用する可能性あ
り）

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



DNSの設定

DNS設定を次のように変更します。

Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部分には、いくつかの制限事項がありま
す。使用できない単語のリストについては、Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（25
ページ）を参照してください。

（注）

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディアおよびWeb仮想マシン）の
ホスト名と IPアドレスを使用して、（内部
ルックアップを可能にする）DNSサーバを更
新します。

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>
DMZ仮想マシンのホスト名と IPアドレスを
使用して、（内部ルックアップを可能にする）

DNSサーバを更新します。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>

• <Webex-site-URL>

<Private-VIP-address>

WebexサイトURL、管理サイトURL、および
プライベートVIPアドレスの情報を使用して、
（内部ルックアップを可能にする）DNSサー
バを更新します。

• <Webex-site-URL>

<Public-VIP-address>
WebexサイトURLとパブリックVIPアドレス
の情報を使用して、（内部ルックアップを可

能にする）DNSサーバを更新します。

ファイアウォール設定

セキュリティ上の理由から、シスコでは、インターネットリバースプロキシは内部（管理、

メディアおよびWeb、該当する場合）の仮想マシンとは別のサブネットに配置することを推奨
しています。DMZネットワークのインターネットリバースプロキシによるポートアクセス
（27ページ）を参照してください。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

展開に必要なネットワーキングの変更
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展開に必要なネットワーキングの変更

手動展開、パブリックアクセス、およびスプリットホライズン DNSによるインストールや展開のネットワーキングチェックリスト



比較対象の IPアドレスタスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

管理仮想マシンと、該当する場合はメディア

およびWeb仮想マシンの内部ネットワークと
DMZネットワーク間で L3（レイヤ 3）ルー
ティングを有効にします。

• <Public-VIP-address>

• <IRP-vm-FQDN>

<IRP-vm-IP-address>

パブリックVIPアドレスとインターネットリ
バースプロキシの仮想マシンが同じサブネッ

ト上にあることを確認します。

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
（管理仮想マシンと、該当する場合はメディ

アおよびWeb仮想マシン）が同じサブネット
上にあることを確認します。

自動展開およびパブリックアクセスなしによるインス

トールまたは展開のネットワーキングチェックリスト

仮想マシンの展開

自動展開では、シスコはユーザにすべての仮想マシン（管理仮想マシン以外）を展開します。

50、250、または 800人規模のユーザシステムを展開している場合は、自動展開を選択するこ
とを推奨します。

メディア仮想マシン（該当する場合）が管理仮想マシンと同じサブネット上にあることを確認

します。

展開に必要なネットワーキングの変更
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必要な IPアドレス

[IPアドレス（IP Address）]ネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAインターネットリバース
プロキシの実際の IPアドレス
（該当する場合）

DNSの設定

DNSサーバを次のように更新します。Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部
分には、いくつかの制限事項があります。使用できない単語のリストについては、Webexサイ
ト URLおよびWebex管理 URL（25ページ）を参照してください。

例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディア仮想マシン）のホスト名と

IPアドレス。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>

• <Webex-site-URL>

<Private-VIP-address>

WebexサイトURL、管理サイトURL、および
プライベート VIPアドレスの情報。

展開に必要なネットワーキングの変更
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ファイアウォール設定

例タスク

HTTP <Private-VIP-address>:80

HTTPS <Private-VIP-address>:443
Webブラウザがプライベート VIPアドレスに
アクセスできるように、内部ネットワーク内

のすべてのファイアウォールを設定します。

ネットワークルーティング設定

比較対象の IPアドレスタスク

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
が同じサブネット上にあることを確認します。

手動展開およびパブリックアクセスなしによるインス

トールや展開のネットワーキングチェックリスト

仮想マシンの展開

手動展開では、vSphereクライアントからOVAウィザードを使用して、システム用のすべての
仮想マシンを作成します。次に、手動展開を使用して、システムをインストールします。

2000人規模のユーザシステムを展開する場合は、手動展開を選択する必要があります。

追加の内部仮想マシン（該当する場合はメディアおよびWeb）が、管理仮想マシンと同じサブ
ネット上にあることを確認します。

必要な IPアドレス

IPアドレスネットワークの場所説明

内線管理仮想マシンの実際の IPア
ドレス

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

メディア仮想マシンの実際の

IPアドレス（該当する場合）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

展開に必要なネットワーキングの変更
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IPアドレスネットワークの場所説明

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

3番目のメディア仮想マシンの
実際の IPアドレス（2000人規
模のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

Web仮想マシンの実際の IPア
ドレス（2000人規模のユーザ
システムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

2番目のWeb仮想マシンの実
際の IPアドレス（2000人規模
のユーザシステムのみ）

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

管理 URL（システムによって
単独的に使用されます。プラ

イベート VIPアドレスにマッ
ピングします）。

内部（管理仮想マシンと同じ

サブネット）

Webexサイト URL（システム
によって単独的に使用されま

す。プライベート VIPアドレ
スにマッピングします）。

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HA管理仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAメディア仮想マシンの実際
の IPアドレス（該当する場
合）

内部（プライマリシステムの

管理仮想マシンと同じサブ

ネット）

HAWeb仮想マシンの実際の
IPアドレス（該当する場合）

DNSの設定

DNS設定を次のように変更します。

Webexサイト URLと管理サイト URLのホスト名の部分には、いくつかの制限事項がありま
す。使用できない単語のリストについては、Webexサイト URLおよびWebex管理 URL（25
ページ）を参照してください。

（注）

展開に必要なネットワーキングの変更
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例タスク

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

内部仮想マシン（管理仮想マシンと、該当す

る場合はメディアおよびWeb仮想マシン）の
ホスト名と IPアドレスを使用して、（内部
ルックアップを可能にする）DNSサーバを更
新します。

• <Administration-site-URL>

<Private-VIP-address>

• <Webex-site-URL>

<Private-VIP-address>

管理サイトURL、WebexサイトURL、および
プライベートVIPアドレスの情報を使用して、
DNSサーバを更新します。

ファイアウォール設定

ファイアウォールを次のように変更します。

例タスク

• HTTP <Private-VIP-address>:80

• HTTPS <Private-VIP-address>:443

Webブラウザがプライベート VIPアドレスに
アクセスできるように、内部ネットワーク内

のすべてのファイアウォールを設定します。

ネットワークルーティング設定

ネットワークルーティングを次のように変更します。

比較対象の IPアドレスタスク

• <Private-VIP-address>

• <admin-vm-FQDN>

<admin-vm-IP-address>

• <media-vm-FQDN>

<media-vm-IP-address>

• <web-vm-FQDN>

<web-vm-IP-address>

プライベート VIPアドレスと内部仮想マシン
（管理、および該当する場合はメディアと

Web）が同じサブネット上にあることを確認
します。

展開に必要なネットワーキングの変更
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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 URLにアクセスして、会議をスケジュール、主催したり、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アドレスに解決します。

•スプリットホライズン DNSがない場合は、すべてのユーザに対しパブリック VIPアドレ
スに解決します。

•スプリットホライズン DNSがある場合は、外部ユーザに対しパブリック VIPアドレスに
解決します。

•スプリットホライズン DNSがある場合は、内部ユーザに対しプライベート VIPアドレス
に解決します。

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

Webex管理 URL

管理者は、Webex管理 URLにアクセスして、システムの設定、管理、およびモニタを行いま
す。この URLはプライベート VIPアドレスに解決します。

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

Webexサイト URLおよびWebex管理 URLの名前

すべての小文字を含むこれらのURLのほぼすべての名前を選択できます。ただし、以下はURL
でホスト名として使用できません。

•システム内のいずれかの仮想マシンのホスト名と同じ名前

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-client-services

展開に必要なネットワーキングの変更
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• emails

• maintenance

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

すべての仮想マシンが内部ネットワークにある場合のポー

トアクセス
この項では、すべてのシステムの仮想マシン（管理、および該当する場合は、メディア、Web、
およびインターネットリバースプロキシ）が内部ネットワークにある場合に、外部ファイア

ウォールに必要なポートアクセスについて説明します。これは内部インターネットリバース

プロキシのネットワークトポロジです。

エンドユーザが正常に会議を主催したり会議に参加できるように、ファイアウォールまたは

ロードバランシングソリューションが次に示すポートに要求をリダイレクトすることを確認

します。

•パブリック仮想 IP（VIP）アドレスへの TCPポート 80

•パブリック仮想 IP（VIP）アドレスへの TCPポート 443

展開に必要なネットワーキングの変更
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Webノードと管理ノードは、SMTP要求を設定された電子メールサーバに送信します。内部の
Webおよび管理仮想マシンと電子メールサーバ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、ポート 25または 465（セキュアな SMTPポート番号）を電子メールサー
バとWebおよび管理仮想マシン間で開く必要があります。

（注）

DMZネットワークのインターネットリバースプロキシ
によるポートアクセス

この項では、内部ネットワークに内部仮想マシン（管理、および該当する場合は、メディアお

よびWeb）があり、DMZネットワークにインターネットリバースプロキシ（IRP）がある場
合に、内部ファイアウォールと外部ファイアウォールに必要なポートアクセスについて説明し

ます。

システムの仮想マシンの ESXiホストへのトラフィックを許可するスイッチ上で、アクセスコ
ントロールリスト（ACL）を設定します。

外部ファイアウォールのポートアクセス

ポート 443（HTTPS）に加えてポート 80（HTTP）を開くことでパブリックアクセスが有効に
なると、ユーザは、Webexサイト URLが HTTPか HTTPSかを覚えていなくても、その URL
に入ることができます。ポート80は開いていますが、すべてのネットワークトラフィックは、
ポート 443（SSLで暗号化された HTTPS）を通過して流れます。

ユーザが正常に会議を主催したり会議に参加できるように、ファイアウォールまたはロードバ

ランシングソリューションが次に示すポートに要求をリダイレクトすることを確認します。

重要

パブリックVIPアドレスに来る要求を拒否するように、IRPマシンでTCPポート 64700を設定
します。これにより、外部ファイアウォールでは、管理仮想マシンからの要求に対してのみ、

このポートへのアクセスが制限されます

制約事項

展開に必要なネットワーキングの変更
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これが必要な理由接続先送信元ポートプロトコル

外部クライアント

は、HTTPSを使
用してWebexサ
イト URLにアク
セスします。TCP
接続は、外部クラ

イアントマシン

から IRP仮想マシ
ンに開始されま

す。

IRPのパブリック
VIP（Eth1）。

外部クライアン

ト。

443TCP

HTTPを使用して
Webexサイト
URLにアクセス
する外部クライア

ント。TCP接続
は、外部クライア

ントマシンから

IRP仮想マシンに
開始されます。

IRPのパブリック
VIP（Eth1）。

外部クライアン

ト。

80TCP

HTTPSを使用し
てWebex録画に
アクセスする外部

クライアント。

TCP接続は、外部
クライアントマ

シンから IRP仮想
マシンに開始され

ます。

IRPのパブリック
VIP（Eth1）。

外部クライアン

ト。

8444

（2.5MR1、2.6、
および2.0MR6HF
で導入されまし

た）。

TCP

これは、仮想マシ

ンと DNSサーバ
との間にファイア

ウォールがある場

合に、システムを

正常に展開して動

作させるために必

要です。

DNSサーバ。IRPの実際の IP
（Eth0）。

53UDP

展開に必要なネットワーキングの変更
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内部ファイアウォールのポートアクセス

内部ネットワークから DMZネットワークへの接続の制限がある場合は、この項に示す表が適
用されます。内部ネットワークから DMZネットワークセグメントへの TCP接続のアウトバ
ウンドを許可します。

この製品が正しく動作するためには、DMZセグメントから内部ネットワークに TCP接続を許
可する必要はありません。

（注）

iptableまたはアクセスコントロールリスト（ACL）を使用して、ポート 64616への接続が管
理仮想マシンからのみ行われるようにファイアウォールを設定します。

（注）

Webノードと管理ノードは、SMTP要求を設定された電子メールサーバに送信します。内部の
Webおよび管理仮想マシンと電子メールサーバ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、ポート 25または 465（セキュアな SMTPポート番号）を電子メールサー
バとWebおよび管理仮想マシン間で開く必要があります。

（注）

特に IRPが DMZネットワークにある場合は、Internet Control Message Protocol（ICMP）のエ
コー要求と応答を許可します。そうしないと、ICMPエコー応答が受信されない場合、IRP検
出および DNSサーバの可用性検証が失敗する可能性があります。

（注）

これが必要な理由接続先送信元ポートプロトコル

IRPへの逆接続を
確立します。TCP
接続は、内部仮想

マシンから IRP仮
想マシンに確立さ

れます。

IRP仮想マシンの
実際の IP
（Eth0）。

すべての内部仮想

マシン（Eth0
IP）。

64001TCP

IRPへの逆接続を
確立します。TCP
接続は、内部仮想

マシンから IRP仮
想マシンに確立さ

れます。

IRP仮想マシンの
実際の IP
（Eth0）。

仮想およびWeb
仮想マシン（Eth0
IP）。

64002TCP

展開に必要なネットワーキングの変更
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これが必要な理由接続先送信元ポートプロトコル

IRPへの逆接続を
確立します。TCP
接続は、内部仮想

マシンから IRP仮
想マシンに開始さ

れます。

IRP仮想マシンの
実際の IP
（Eth0）。

すべての内部仮想

マシン（Eth0
IP）。

7001TCP

IRPをブートスト
ラップします。

TCP接続は、管理
仮想マシンから

IRP仮想マシンに
開始されます。

iptable
または

アクセ

スコン

トロー

ルリス

ト

（ACL）
を使用

して、

ポート

64616へ
の接続

が管理

仮想マ

シンか

らのみ

行われ

るよう

にファ

イア

ウォー

ルを設

定しま

す。

（注）

IRP仮想マシンの
実際の IP
（Eth0）。

管理仮想マシン

（Eth0 IP）。
64616TCP
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これが必要な理由接続先送信元ポートプロトコル

リモートサポー

トアカウントを

使用した IRP仮想
マシンのトラブル

シューティング。

IRP仮想マシンの
実際の IP
（Eth0）。

内部クライアント

マシン。

22TCP

HTTPSを使用し
てWebexサイト
URLにアクセス
する内部ユーザ。

TCP接続は、内部
クライアントマ

シンから管理仮想

マシンに確立され

ます。

管理仮想マシンの

プライベートVIP
（Eth1）。

メディア仮想マシ

ンの実際の IP
（Eth0）。

内部クライアント

マシン。

443TCP

IRPのパブリック
VIP（Eth1）。

管理仮想マシンの

プライベートVIP
（Eth1）およびメ
ディア仮想マシン

の実際の IP
（Eth0）。

443TCP

内部仮想マシン間

のネットワーク

トラフィックを制

御します。

内部仮想マシン。内部クライアント

マシン。

65002TCP

内部仮想マシン間

のネットワーク

トラフィックを制

御します。

内部仮想マシン。内部クライアント

マシン。

65102TCP

HTTPを使用して
Webexサイト
URLにアクセス
する内部ユーザ。

TCP接続は、内部
クライアントマ

シンから管理仮想

マシンに確立され

ます。

管理仮想マシンの

プライベートVIP
（Eth1）。

内部クライアント

マシン。

80TCP

展開に必要なネットワーキングの変更
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これが必要な理由接続先送信元ポートプロトコル

仮想マシンと

DNSサーバとの
間にファイア

ウォールがある場

合に、システムを

正常に展開して動

作させるために必

要です。

DNSサーバ。すべての内部仮想

マシン（Eth0
IP）。

53UDP

Cisco Webex
Meetings Serverと
CUCM間のマル
チデータセン

ターシステムに

おける AXLトラ
フィックの場合

に、LDAP CUCM
フェールオーバー

を許可するため。

CUCMCisco Webex
Meetings Serverの
Webノード

8443TCP

VMware vCenterポート

展開用に開くポート

これらは、シングルデータセンター（SDC）の Cisco Webex Meetings Server（CWMS）の導入
時に使用されるポートの一部です。展開が完了したら、展開のためだけに開いていたポートを

閉じることができます。

TCPポート 443は、自動システム展開中に httpsを安全に管理するために、vCenterと管理仮想
マシンとの間で両方向に開く必要があります。仮想仮想マシンは、このポートを使用して

vCenterクレデンシャルを提供し、vCenterに仮想マシンを自動的に展開します。

次に示すポートは、ESXiホストと vCenter間の通信に使用されます。ESXiホストと vCenterが
単独の管理ネットワークに接続されている場合は、場合によっては、ファイアウォールを介し

てこれらのポートを開く必要はありません。vCenterおよび ESXiホストによって使用される
ポートの完全なリストについては、VMwareのマニュアルを参照してください。

• vCenter管理用の vCenterと ESXiホスト間の両方向の UDP/TCPポート 902

•（任意）SSH管理用の vSphereクライアントから ESXiホストへの TCPポート 22

•システムの ESXiホストから内部 syslogへの UDPポート 514

• XML管理用の vCenterと ESXiホスト間の両方向の TCPポート 5989
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音声およびビデオのデータ伝送のために外部クライアントに使用されるデフォルトのUDPポー
トは、SSL（ポート 443）です。

マルチデータセンターをサポートするために開くポート

tcp 8080 tcp 8081 tcp 8082 tcp 9809 tcp 9810 tcp
9811 tcp 9812 tcp 9813 tcp 9814 tcp 9815 tcp 9816
tcp 9817 tcp 9818 tcp 9819 tcp 9820 tcp 9840 tcp
6502 tcp 12340 tcp 12342 tcp 12442

tcp 7001 tcp 7003

tcp 7004

tcp 7005

tcp:5060

tcp 5061

tcp 5062

tcp 5063

tcp 22

CWMS内部仮想マシン間で開くポート

tcp 443

tcp 80
CWMS内部仮想マシンと仮想IPの間で開くポー
ト

tcp 7001

tcp 64001

tcp 64700

tcp 64616

インターネットリバースプロキシとCWMS内
部仮想マシン間で開くポート

udp範囲：10000:19999

udp範囲：16000:32000

udp範囲: 9000:9011 (中システム)

udp範囲: 9000:9009 (大規模システム)

udp 5060

udp 5062

1 CWMS内部バーチャルマシン間で開く UDP
ポートは、これらのポートを使用します。

1 PCオーディオおよびビデオ用の

Cisco Webex Meetingセンターポート
• UDPと SSL間の音声およびビデオのデータ伝送のために内部クライアントに使用される
UDPポートには次のものがあります。

• 50人規模のユーザシステムでは、UDPポート 9000を使用します
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• 250人規模のユーザシステムでは、UDPポート 9000、9001、9002、9003を使用しま
す

• 800人規模のユーザシステムでは、UDPポート9000、9001、9002、9003、9004、9005、
9006、9007、9008、9009、9010、9011を使用します

• 2000人規模のユーザシステムでは、UDPポート 9000、9001、9002、9003、9004、
9005、9006、9007、9008、9009を使用します

•適切なネットワーク設定を行うと、内部メディアサーバは、Meeting Centerで使用される
ポート経由での接続を許可します。

•インターネットリバースプロキシは、TCPポート 80および 443経由によるWebexミー
ティングからの接続のみを受け入れます。

システムでの NATの使用
ネットワークアドレス変換（NAT）トラバーサルは、仮想マシンの IPアドレスおよびシステ
ムで使用されている仮想 IPアドレス（パブリックおよびプライベートVIP）でサポートされて
います。

次の回路図は、高可用性（HA）がない 50人規模のユーザシステムの一般的な NATトラバー
サルを示しています。NATを使用すると、製品に必要なパブリック IPアドレスの数を、2つ
（または HAを展開している場合は 3つ）から、たった 1つの IPアドレスに減らすことがで
きます。システム全体の要件を満たしていれば、同様のNAT配置を展開することもできます。
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複数の NATおよびファイアウォールを使用すると、遅延が増加する傾向にあり、ユーザのリ
アルタイムトラフィックの品質に影響します。

また、複数の NATドメインを使用すると、これらのさまざまな NATドメイン間のルーティン
グが困難になる可能性があります。次の要件が満たされていれば、NAT化された IPアドレス
を使用できます。

•インターネットリバースプロキシの仮想マシンを除く、システム内のすべての仮想マシ
ンがNAT化された IPアドレスを使用できます。管理仮想マシンとインターネットリバー
スプロキシの仮想マシン間のNATはサポートされていません。インターネットリバース
プロキシの仮想マシンの IPアドレス（実際の IPアドレス）には、内部ネットワークを介
して管理仮想マシンが到達可能である必要があります。

•パブリックVIPアドレス自体は公開する必要はありませんが、インターネットから変換可
能でなければなりません。

•パブリックアクセスを展開するときは、Webexサイト URLをインターネットで表示可能
な IPアドレスにマッピングする必要があります。このインターネットで表示可能な IPア
ドレスは、外部ユーザからアクセス可能である必要があり、また、システムの展開中に設

定したパブリック VIPアドレスにマッピングする必要があります。

パブリックVIPアドレスをインターネットから見えるようにすることができます。公開し
ないようにする場合は、インターネットから変換可能でなければなりません。

重要
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図では、外部ユーザはWebexサイトにアクセスして、会議に参加したり、会議を主催します。
DNSルックアップに続いて、Webexサイトの IPアドレスはNATパブリック IPアドレス（Eth0）
です。この NATパブリック IPアドレスは、外部ネットワークと DMZネットワーク間の外部
NATファイアウォールルータ（ファイアウォールおよび NATルータ 1）用です。

ファイアウォールルータは、外部ユーザからこの要求を受け取り、内部的に要求をルータの

NATプライベート IPアドレス（DMZネットワークに公開されている Eth1）にルーティング
します。次に、Eth1は、その要求をパブリック VIPアドレスに（Webexサイトのプライベー
トネットワーキングセグメントの NAT IPアドレスにも）送信します。

パブリック VIPアドレス、およびインターネットリバースプロキシの IPアドレスに NAT IP
アドレスを使用できます。唯一のNATパブリック IPアドレスは、NATファイアウォールルー
タの Eth0 IPアドレスです。
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この NATファイアウォールルータ（インターネットと DMZネットワーク間）が着信パケッ
トを正しくルーティングするように、NATデバイスでポートマッピング設定を設定するか、
またはその他の同様のメカニズムを適用して、パケットがパブリックVIPアドレスとインター
ネットリバースプロキシに正しくルーティングされるようにします。

（注）

通常は、DMZネットワークと内部ネットワークの間に 2番目の内部 NATファイアウォール
ルータが存在します。外部の NATファイアウォールルータと同様に、Eth0は DMZ NATプラ
イベート IPアドレスであり、DMZネットワークへのインターフェイスです。Eth1は、内部
ネットワークへのインターフェイスである NATプライベート IPアドレスでもあります。

プライベート VIPアドレスと管理仮想マシンの IPアドレスに NAT IPアドレスを使用できま
す。

NATの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/tech/ip/ip-addressing-services/
tech-tech-notes-list.htmlを参照してください。

転送プロキシ
ネットワークトポロジに転送プロキシが含まれている場合は、そのプロキシがインターネット

リバースプロキシが正しく機能するための特定の要件を満たしている必要があります。完全な

詳細については、『CiscoWebexMeetings Server TroubleshootingGuide』の「Use of Forward Proxies
in Your System」を参照してください。
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