
サーバの保守

この項の内容は次のとおりです。

•ログファイルの管理（1ページ）
•システム設定の管理（6ページ）
• FIPSの設定 （8ページ）
•プロセス管理（10ページ）
•ローカリゼーション言語の管理（11ページ）
• Cisco Prime Collaboration Provisioningでサポートされている証明書（12ページ）
• SSL証明書の管理（13ページ）
•エンドポイントの管理（15ページ）
• Provisioningのデータ消去の有効化（16ページ）
•メンテナンスモード（18ページ）
•バックアップと復元の実行（19ページ）
• Provisioningユーザインターフェイスを使用したバックアップのスケジュール（20ペー
ジ）

•単一マシンの Provisioningデータベースのバックアップ（22ページ）

ログファイルの管理
Prime Collaboration Provisioningは、Service Enabling Platform（SEP）モジュール（sep.log）、
Network Interface and Configuration Engine（NICE）サービス（nice.01.log）、Unified CMAXLの
応答とリクエスト、Unity Connection SQLクエリ、および Presence AXLの情報のアプリケー
ションログファイルを記述します。

管理者は、次を使用してログファイルを管理できます。

• Cisco PrimeCollaboration Provisioningユーザインターフェイス。[管理（Administration）] >
[ロギングとShowTech（Logging and ShowTech）]に移動して、ログファイルを表示およ
びダウンロードできます。

ロギングを無効にすることはできません。ただし、次の作業を実行できます。

•必要に応じて、ログレベルを上げ、さらに多くのデータを収集する
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•デフォルトのログレベル（[標準（NORMAL）]）に戻す

使用可能なログレベルは次のとおりです。

• DETAIL

• NORMAL

• HIGH

ログファイルは 1時間ごと、またはログの最大サイズの上限に達するとバックアップされま
す。デフォルトの上限サイズは 20 MBです（「ログファイルの最大サイズの変更」の項を参
照）。ファイルは、sep.log.date stamp timestampの形式で保存されます。

ログファイルは、サイズが 5000 MBを超過またはログフォルダ内のログファイルの数が 500
を超過すると、Prime Collaboration Provisioningサーバから削除されます。これらのレベルを変
更するには、「ログの消去レベルの変更」の項を参照してください。

ログレベルの変更（GUI）

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ロギングとShowtech（Logging and ShowTech）]を選択します。

ステップ 2 [ロギングレベルの表示と設定（View and Set Logging Levels）]ペインで、既存のログレベルを参照して適
切なレベルに変更できます。

使用可能なログレベルは次のとおりです。

• DETAIL（詳細なログ情報を提供し、より多くのディスク領域を使用）

• NORMAL（基本情報を提供）

• HIGH（高レベルログ情報のみを提供）

デフォルトでは、ログレベルはNORMALに設定されます。Unified CMAXLの要求および応答の
ログを表示するには、ログレベルは Normalまたは Detailに設定する必要があります。

（注）

ステップ 3 [設定の保存（Save Settings）]をクリックします。

ログファイルの最大サイズの変更

ステップ 1 Prime Collaboration Provisioningシステムで、opt/cupm/sepフォルダに移動します。

インストール中にデフォルトの場所を受け入れた場合、インストール先は /opt/cupmになります。
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ステップ 2 dfc.propertiesファイルを開き、dfc.log.maxsizeプロパティを目的のレベルに変更します（デフォルトは 20
Mb）。

ステップ 3 変更を保存し、Prime Collaboration Provisioningサービスを再起動します。変更内容は Provisioningを再起動
しないと有効になりません。再起動するには、次の手順を実行します。

a) SSHを使用してサーバにログインします。
b) /opt/cupmフォルダに移動し、./cupm-app-service.sh stopコマンドを実行します。
c) 次のコマンドを実行して、サービスが停止しているかどうかを確認します。

ps -aef | grep startcupm

実行中のプロセスがある場合は、次のコマンドを実行して、それらのサービスを停止します。

kill -9 <processID1> <processId2>
ps -aef | grep nice

実行中のプロセスがある場合は、次のコマンドを実行して、それらのサービスを停止します。

kill -9 <processID1> <processId2>

d) ポート 46009（JBossが使用）が解放されているかどうかを確認します。

netstat -a | grep 46009

ポートが使用中の場合は、解放されるまで待ちます。

ステップ 4 次のコマンドを実行して、アプリケーションサービスを開始します。

execute ./cupm-app-service.sh start

サービスが開始するまで待ちます。

ログの消去レベルの変更

ステップ 1 Prime Collaboration Provisioningシステムで、/opt/cupm/sepフォルダに移動します。インストール中にデ

フォルトの場所を受け入れた場合、インストール先は /opt/cupmになります。

ステップ 2 ipt.propertiesファイルを開き、次のいずれかまたは両方を実行します。

•ファイルの最大サイズのレベルを変更するには、dfc.purgelog.maxused_mbプロパティを適切なレベル
に変更します。

•ログファイルの最大数のレベルを変更するには、dfc.purgelog.maxlogsavedプロパティを適切なレベル
に変更します。

ステップ 3 変更を保存し、Prime Collaboration Provisioningサービスを再起動します。変更内容は Provisioningを再起動
しないと有効になりません。

a) SSHを使用してサーバにログインします。
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b) /opt/cupmフォルダに移動し、./cupm-app-service.sh stopコマンドを実行します。
c) 次のコマンドを実行して、サービスが停止しているかどうかを確認します。

ps -aef | grep startcupm

実行中のプロセスがある場合は、次のコマンドを実行して、それらのサービスを停止します。

kill -9 <processID1> <processId2>
ps -aef | grep nice

実行中のプロセスがある場合は、次のコマンドを実行して、それらのサービスを停止します。

kill -9 <processID1> <processId2>

d) ポート 46009（JBossが使用）が解放されているかどうかを確認します。

netstat -a | grep 46009

ポートが使用中の場合は、解放されるまで待ちます。

ステップ 4 次のコマンドを実行して、アプリケーションサービスを開始します。

execute ./cupm-app-service.sh start

サービスが開始するまで待ちます。

Showtechファイルの作成とダウンロード

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ロギングとShowtech（Logging and ShowTech）]を選択します。

ステップ 2 [Showtechの生成（Generate Showtech）]をクリックします。[Showtechの収集（Collect Showtech）]ウィン
ドウが開きます。

ステップ 3 次の情報を入力します。

• [ファイル名（File Name）]：必須であるためファイル名を入力します。デフォルトでは、
ShowTech-2014-12-01-012705として自動入力されます。

• [期間（Duration）]：期間を選択します。

• [範囲（Range）]：デフォルトで、日付範囲はサーバインストール日です。この日付は変更できま
すが、必ず、開始日はサーバインストール日より後にし、終了日は現在のサーバの時刻以前にし

ます。

• [最後（Last）]：このオプションでは相対的な期間を選択できます。
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• [コンポーネントの選択（Select Components）]：必要なコンポーネントを選択します。デフォルトで
は、すべてのコンポーネントが選択されています。

ステップ 4 [収集の開始（StartCollection）]をクリックすると、選択した期間で showtech情報を収集できます。showtech
の収集が完了すると、生成された showtechの zipファイルを表で確認できます。

ステップ 5 ファイルを解凍すると showtechの情報を表示できます。

ログの参照

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、オンラインのトラブルシューティングのために次
のログを起動して表示することができます。

•アプリケーションと NICEのログ

デフォルトでは、ログイン時のユーザ名は大文字と小文字が区別されます。「ログインユーザ

名は大文字と小文字を区別しない」設定が有効な場合、Prime Collaboration Provisioningが大文
字と小文字を区別せずに認証を実行します。

（注）

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ロギングとShowtech（Logging and ShowTech）]を選択します。

ステップ 2 [ログの参照（BrowseLogs）]ペインで、をクリックします。[アプリケーションログとNICEログ（Application
and NICE Logs）]リンク。ログはサーバから取得され、トラブルシューティングのためにブラウザで表示
できます。

ステップ 3 （オプション）ログファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

a) [アプリケーションログとNICEログ（Application and NICE Logs）]ページで、そのファイルのダウン
ロードアイコンをクリックします。

b) ポップアップウィンドウで [ファイルの保存（Save File）]オプションを選択し、[OK]をクリックしま
す。

ログファイルがローカルマシンにダウンロードされます。
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システム設定の管理
Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、プロビジョニングインターフェイスを使用してさ
まざまなシステム設定を管理できます。次の機能の設定をオンまたはオフにするオプションを

提供しています。

•アナログエンドポイントサポート（Analog Endpoint Support）：この設定は、アナログエ
ンドポイントのプロビジョニングを可能にします。

•メンテナンスモードポップアップ通知（MaintenanceMode PopupNotification）：この設定
を有効にすると、システムがメンテナンスモードになった場合に、ログインされているす

べてのユーザにメッセージが表示されます。

• [進行中のオーダーを停止するまでの時間（Allow orders in progress to be stopped after）]：こ
の設定では、進行中のオーダーを停止する間隔をスケジュールできます。

• Cisco Prime Collaborationリリース 11.6以降の場合

[「globaladmin」アカウントの無効化（Disable 'globaladmin' account）]：このチェックボッ
クス（[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [全般（General）]）は、globaladmin
ユーザアカウントを無効にする場合に使用します。

このチェックボックスは、フルアクセス権を持つユーザのみが使

用できます。globaladminアカウントを無効にした場合、この操作
を取り消すことはできず、チェックボックスが緑色のチェック

マークに置き換えられます。

（注）

•パスワードポリシーの設定（Password Policy Settings）：この設定では、ユーザパスワー
ドを管理することができます。パスワードの設定の詳細については、「ユーザパスワード

の管理」の項を参照してください。

• [セルフケア機能のアクセス設定（Self-Care Feature Access Settings）]：この設定では、セ
ルフケアアカウントにログインするとすべてのセルフケア機能へのアクセスが可能になり

ます。この設定は無効にしないことを推奨します。

• Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合

[FIPS（Federal Information Processing Standard）（Federal Information Processing Standard
(FIPS)）]：この設定では、FIPSを有効または無効にすることができます。FIPSの設定の
詳細については、FIPSの設定 （8ページ）を参照してください。

• Cisco Prime Collaborationリリース 11.6以降の場合

[バナーおよびログインメッセージ（Banner andLoginMessage）]：[管理（Administration）]
> [設定（Settings）] > [バナーおよびログインメッセージ（Banner and Login Message）]の
設定により、フルアクセス権を持つユーザはログインページ、Cisco Prime Collaboration
Provisioningのすべてのページ、およびセルフケアポータルのバナーをカスタマイズでき
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ます。Cisco PrimeCollaboration Provisioningで生成されるレポートまたはドキュメントに追
加する分類テキストを定義できます。

•バナー画面に表示される [バナーメッセージを表示する（ShowBannerMessage）]、[エ
クスポートしたレポートのバナーを表示する（Show Banner for Exported Reports）]、
および [ログインメッセージを表示する（Show Login Message）]チェックボックス
は、デフォルトで無効になっています。チェックボックスをオンにすると、適切なバ

ナーが表示されます。

• [カラースキーム（Color Scheme）]および [テキストサイズ（Text Size）]ドロップダ
ウンリストを適宜使用して、バナーメッセージをカスタマイズできます。

• Cisco PrimeCollaboration Provisioningから生成されたレポートの出力の分類、サンプル
バッチファイルの出力の分類、すべてのログファイルの出力の分類など、バナーを

使用してデータを分類できます。次の表に、分類の対象となるレポートの一覧を示し

ます。

レポートタイプレポート

印刷（Print）サービスエリア

印刷（Print）リソース設定

印刷（Print）サービス設定

印刷（Print）[電話番号インベントリ（DirectoryNumber
Inventory）]

印刷（Print）電話番号ブロック

エクスポート（Export）エンドポイントインベントリ

エクスポート（Export）エンドポイント回線の不一致

エクスポート（Export）監査証跡

エクスポート（Export）カスタムレポート

エクスポート（Export）アクセス制御

エクスポート（Export）ユーザが関連付けられていないエンドポ

イントのエクスポート

•メンテナンスモードやアプリケーションアップグレードの情報など、独自のメッセー
ジをカスタマイズできます。

• Cisco Prime Collaborationリリース 12.3以降の場合

[アカウントがロックされるまでのログイン試行失敗回数（Number of failed login attempts
before locking account）]：この設定では、ログイン試行失敗回数の上限を設定できます。
ユーザはドロップダウンリストから数字を選択できます。
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[ユーザアカウントのロック（Lock the user account）]：この設定では、ログイン試行失敗
回数が設定の上限を超えた後、アカウントがロックされる期間を選択できます。[一時的
（Temporarily）]と [永続的（Permanently）]の 2つのオプションを使用できます。デフォ
ルトオプションは [一時的（Temporarily）]です。アップグレードされたシステムの場合、
デフォルトオプションは [永続的（Permanently）]です。

[すべてのユーザアカウントのロックが解除されるまでの期間（All user accounts will be
unlockedafter）]：この設定を使用すると、アカウントのロックが解除されるまでの期間を
設定できます。[一時的（Temporarily）]オプションの場合、ユーザはドロップダウンリス
トから値を選択できます。[永続的（Permanently）]オプションの場合、すべてのユーザア
カウントのロックを手動で解除する必要があります。ただし、globaladminと管理グループ
のユーザは、ドロップダウンリストを使用してアカウントのロックが解除されるまでの期

間を設定できます。

デフォルトでは、すべてのシステム設定は有効になっています。（注）

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [システム設定（System Settings）]ペインで、必須のチェックボックスをオンまたはオフにして、[更新
（Update）]をクリックします。

カスタム設定

カスタム設定はデバッグ用です。

設定が削除されている場合は、アプリケーションを再起動します。（注）

[カスタム設定（Custom Settings）]テキストボックスの値は、シスコサポート担当者のみが設
定するよう推奨されています。設定を試みないでください。不適切な値を設定すると、アプリ

ケーションの動作が停止する場合があります。

警告

FIPSの設定
Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合
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Cisco Prime Collaboration Provisioningは連邦情報処理標準（FIPS）をサポートしています。[シ
ステム管理（SystemAdministration）]> [設定（Settings）]の [FIPS（Federal InformationProcessing
Standard）（Federal Information Processing Standard (FIPS)）]オプションには、管理者権限を持
つユーザのみがアクセスできます。

FIPSは、米国政府のコンピュータセキュリティ標準です。FIPS-140の一連の標準は暗号化モ
ジュールの要件を指定します。詳細については、http://www.nist.gov/itl/fips.cfmを参照してくだ
さい。

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、デフォルトで FIPSが無効になっています。管理者
は Cisco Prime Collaboration Provisioningサーバで FIPSを設定できます。変更が更新されると、
システムは自動的に再起動します。

（注）

FIPSを有効または無効にする前に、以下を確認してください。

•進行中のアクティブなオーダーがない。

•進行中のアクティブなバッチプロジェクトがない。

•同期の実行中ではない。

•サードパーティの CA署名付き証明書が FIPSで承認されている暗号化アルゴリズム要件
を満たしている。

次の操作を実行できます。

次の手順を実行します。実行するアクション

1. [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択します。

2. [FIPS（Federal Information Processing Standard）（Federal Information
Processing Standard (FIPS)）]をクリックして、[FIPS（Federal
Information Processing Standard）（Federal Information Processing
Standard (FIPS)）]チェックボックスをオンにします。

3. [更新（Update）]をクリックします。

4. 確認メッセージボックスで [はい（Yes）]をクリックして続行す
るか、[いいえ（No）]をクリックして [設定（Settings）]ページ
に戻ります。

FIPSの有効化
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次の手順を実行します。実行するアクション

1. [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択します。

2. [FIPS（Federal Information Processing Standard）（Federal Information
Processing Standard (FIPS)）]をクリックして、[FIPS（Federal
Information Processing Standard）（Federal Information Processing
Standard (FIPS)）]チェックボックスをオフにします。

3. [更新（Update）]をクリックします。

4. 確認メッセージボックスで [はい（Yes）]をクリックして続行す
るか、[いいえ（No）]をクリックして [設定（Settings）]ページ
に戻ります。

FIPSの無効化

1. [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択します。

2. [FIPS（Federal Information Processing Standard）（Federal Information
Processing Standard (FIPS)）]をクリックします。[FIPS（Federal
Information Processing Standard）（Federal Information Processing
Standard (FIPS)）]チェックボックスがオンになっている場合は
FIPSが有効で、オフの場合は無効です。

FIPSステータスの確認

プロセス管理
Cisco Prime Collaborationリリース 11.1以降の場合

[プロセス管理（ProcessManagement）]メニューでは、ユーザインターフェイスからCiscoPrime
Collaboration Provisioningアプリケーションサービスを再起動できます。この機能を使用する
と、rootとしてシステムにログインしてサービスを再起動する必要がなくなります。

[プロセス管理（Process Management]ページを表示するには、[管理（Administration）] > [プロ
セスス管理（Process Management）]を選択します。

[プロセス管理（Process Management）]ページでは、PostgreSQL、Apache、WildFly、NICEな
どのプロセスの現在の状態を確認できます。

また、次の方法でプロセスをすべてまたは個々に再起動できます。

•すべてのプロセスを再起動：Apache、WildFly、PostgreSQL、およびNICEなどのプロセス
を再起動するには、[すべてのプロセスを再起動（Restart All Processes）]をクリックしま
す。

•個々のプロセスを再起動：特定のプロセスを再起動するには、それぞれのプロセス名ごと
に [再起動（Restart）]をクリックします。Apache、WildFly、PostgreSQL、およびNICEな
どのプロセスを再起動できます。

サーバの保守
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•サーバのリブート：Linuxサーバをリブートして PCPアプリケーションを再起動するに
は、[サーバのリブート（Reboot Server）]をクリックします。

[プロセス管理履歴（Process Management History）]は、再起動操作を開始したユーザ、プロセ
ス名、再起動日、および再起動の理由などの再起動の履歴情報が表示されます。再起動の履歴

を使用すると、サービスがいつ、誰によって、何のために再起動されたかを分析できます。自

動的に再起動されたサービスの場合、ユーザは [システム（System）]と表示され、理由は [サー
ビスは自動で再起動されました（Service restarted automatically）]と表示されます。

•分散環境では、PostgreSQLサーバを再起動することはできません。

• [プロセス管理（Process Management）]ページでは、プロセスに関する静的情報またはス
ナップショット情報のみが表示されます。プロセスの現在のステータスを確認するには、

[プロセス管理（Process Management）]ページを更新します。更新するには、ページの左
上隅にある更新アイコンをクリックします。

• Niceの再起動を除くすべての操作では、[アプリケーション利用不可（Application
Unavailable）]ページにリダイレクトされます。再起動またはリブート操作が完了すると、
アプリケーションの [ログイン（Login）]ページにリダイレクトされ、再起動履歴テーブ
ルの詳細情報が更新されます。

• NICEでプロセスを再起動すると、[アプリケーション利用不可（ApplicationUnavailable）]
ページにリダイレクトされる代わりに、[再起動（Restart）]ボタンが無効になります。[再
起動（Restart）]ボタンは再起動操作が完了すると自動的に有効になり、再起動履歴テー
ブルの詳細情報が更新されます。

（注）

ローカリゼーション言語の管理
管理者は、Cisco Prime Collaboration Provisioningインターフェイスから、新しい言語ファイル
をアップロードするか、または既存の言語ファイルを変更して、ローカリゼーションを直接管

理することができます。

新しい言語ファイルをアップロードするには、次を実行します。

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [更新（Updates）]を選択します。[アプリケーションソフトウェアの更新
（Application Software Updates）]ページに、ローカリゼーションでサポートされる言語のリストが表で示
されます。
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ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。[言語パックの追加（Add a Language Pack）]ダイアログボックスで、新
しい言語ファイルを選択して、[アップロード（Upload）]をクリックします。既存の言語に新しい言語パッ
クがある場合、それを上書きするオプションがあります。

新しい言語パックが正常にアップロードされたことを示すポップアップが表示されます。

ステップ 3 ブラウザ設定を変更して、表示言語を選択します。

ステップ 4 ブラウザの表示を更新すると、Cisco Prime Collaboration Provisioningのインターフェイスが選択した言語に
変更されたことが確認できます。

Cisco Prime Collaboration Provisioningでサポートされてい
る証明書

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは 2つのタイプの証明書がサポートされています。

• LDAP証明書

•プロビジョニングアプリケーションサーバ証明書

LDAP証明書

LDAP証明書は、安全な通信のために Cisco Prime Collaboration Provisioningで使用される、外
部ディレクトリサーバからの証明書です。この証明書は、次の場所にあるプロビジョニング

キーストアにインポートされます。

/opt/cupm/sep/dfc.keystore

プロビジョニングアプリケーションサーバ証明書

プロビジョニングアプリケーションサーバ証明書は、Cisco Prime Collaboration Provisioning
サーバのアイデンティティを提供します。タイプは次のとおりです。

•自己署名：Cisco Prime Collaboration Provisioningサーバのアイデンティティ証明書です。

• CA署名：CA署名証明書を取得するには、次の手順を実行します。

1. 証明書署名要求（CSR）を作成します。CSRは、Cisco Prime Collaboration Provisioning
サーバで生成される暗号化テキストのブロックです。これには、組織名、共通名（ド

メイン名）、地域、国などの情報が含まれています。

2. CSRを認証局（CA）に送信します。

3. 署名付き証明書を取得します。

4. [管理（Administration）] > [更新（Updates）]から CA証明書をインポートします。
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SSL証明書の管理
Cisco Prime Collaborationリリース 11.1以降の場合

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、管理者が SSL（Secure Socket Layer）証明書の生成
とダウンロードを行えます。これらの証明書を使用すると、ブラウザにセキュリティ警告が表

示されなくなり、インターネット通信を保護できます。

既存の SSL証明書を表示するには、[管理者（Administrator）] > [更新（Updates）]を選択しま
す。[SSL証明書（SSLCertificate）]ペインで、既存の証明書とそのタイプ、有効期限、および
使用（LDAPまたは Provisioning Web Access）の一覧を表示できます。有効期限は署名入りの
証明書だけに表示されます。

また、[SSL証明書（SSL Certificate）]ペインで次のアクションを実行できます。

これらの操作を実行するには、管理者権限が必要です。（注）

• CSRの生成（証明書署名要求）：CSRを生成する手順については、CSRの生成（13ペー
ジ）を参照してください。システムではCSRを1つだけ使用できます。したがって、CSR
を生成すると、古い CSRが上書きされます。

•証明書のアップロード：認証局（CA）から生成された CSRに署名し、署名付き証明書を
アップロードします。また、LDAP証明書をアップロードすることもできます。SSL証明
書をアップロードする手順については、SSL証明書のアップロード（14ページ）を参照
してください。

•証明書の表示：証明書の内容を表示するには、必要な証明書の名前をクリックし、[表示
（View）]をクリックします。

•ダウンロード：証明書をダウンロードするには、必要な証明書の名前をクリックして、
[CSRをダウンロード（Download CSR）]をクリックします。

•削除：証明書を削除するには、必要な証明書の名前をクリックし、[削除（Delete）]をク
リックします。LDAP証明書のみ削除できます。

CSRの生成
CSRを生成するには、次の手順を実行します。

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [更新（Updates）]の順に選択します。

ステップ 2 [SSL証明書（SSL certificate）]ペインで、[CSRの作成（Generate CSR）]を選択します。

サーバの保守
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ステップ 3 必要な詳細情報を [証明書署名要求の作成（GenerateCertificate SigningRequest）]ウィンドウに入力します。
フィールドの横のアスタリスクは、必須フィールドを示します。フィールドの説明については、表 1 : CSR
フィールドの生成（14ページ）を参照してください。

ステップ 4 [生成（Generate）]をクリックして CSRを生成します。生成された CSRが表の一番上に追加されます。

CSRを作成すると、既存の CSRがすべて上書きされます。

• [キー長（Key Length）]のデフォルト値は 2048ビットです。

• [ハッシュアルゴリズム（Hash Algorithm）]のデフォルト値は SHA256です。

（注）

表 1 : CSRフィールドの生成

説明フィールド

証明書の名前。[証明書の名前（Certificate Name）]

2文字の ISO国名コードの略語。[国名（Country Name）]

組織が所在する都道府県。[都道府県（State or Province）]

組織が所在する市区町村郡。[地域名（Locality Name）]

組織の名前。[組織名（Organization Name）]

組織の部署名。[部署名（Organization Unit Name）[

完全修飾ドメイン名。[共通名（Common Name）]

組織に連絡するための電子メールアドレス。[電子メールアドレス（Email Address）]（オプショ
ン）

SSL証明書のアップロード
LDAPまたはプロビジョニング SSL証明書をアップロードできます。

SSL証明書をアップロードするには、次の手順を実行します。

始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [更新（Updates）]の順に選択します。

ステップ 2 [SSL証明書（SSL Certificate）]ペインで [アップロード（Upload）]をクリックし、[LDAP]または [プロビ
ジョニング証明書（Provisioning Certificate）]を選択します。
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ステップ 3 [LDAP/プロビジョニング証明書のアップロード（UploadLDAP/ProvisioningCertificate）]ダイアログボック
スで、ローカルファイルシステムを参照し、必要なファイルを選択します。

有効な証明書ファイル形式は、プロビジョニング証明書では .crtと .cerであり、LDAP証明書では
.cerです。

（注）

ステップ 4 [アップロード]をクリックします。アップロードされた証明書は、テーブルの上に追加されます。

証明書をアップロードしたら、サーバを再起動して証明書をアクティブにする必要があります。

アップロードされた証明書のタイプに応じて、次のようにサーバを再起動します。

• LDAP証明書：プロビジョニングサーバを再起動します。

•証明書のプロビジョニング：

• Apacheサーバを再起動します。

•トラブルシューティングUIから [すべてのプロセスを再起動（Restart all processes）]を実行して、
トラブルシューティング UIに証明書を適用する必要があります。

TLS 1.2証明書をアップロードするには、上記と同じ手順に従います。

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、チェーンされた証明書はサポートされていません。

証明書チェーンは、連鎖している一連の証明書のことで、チェーン内の各証明書は後続

の証明書によって署名されています。証明書チェーンの目的は、ピア証明書から信頼で

きる CA証明書までの信頼のチェーンを確立することです。

（注）

（注）

エンドポイントの管理
Cisco Prime Collaboration Provisioningを使用すると、ユーザインターフェイスを通じて新規お
よび既存のエンドポイントをアップロードできます。エンドポイントファイル（サポートされ

ているエンドポイントのリストを含む zipファイル）をアップロードしてエンドポイントを追
加または更新できます。エンドポイントバンドルを使用すると、rootとしてシステムにログイ
ンしてサービスを再起動する必要がなくなります。エンドポイントの詳細は、Cisco Prime
CollaborationProvisioningに追加されたエンドポイントに基づいてテーブルで自動的に更新され
ます。[エンドポイントバンドル（EndpointBundles）]ペインでは、システムで利用可能なエン
ドポイントのリストおよびサポートされる Cisco Unified Communications Managerバージョンを
含む表を表示します。エンドポイントを管理するには、以下を実施します。

エンドポイントの ZIPファイルは、Cisco.comから入手できます。（注）
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始める前に

このタスクを実行するには、管理者特権が必要です。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [更新（Updates）]の順に選択します。[エンドポイントバンドル（Endpoint
Bundles）]ペインでは、システムで利用可能なエンドポイントのリストおよびサポートされるCiscoUnified
CMバージョンを含む表を表示します。

CUCMバージョンは、プロビジョニングに追加されるエンドポイントに基づいて表で自動的に更新されま
す。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックして、[エンドポイントバンドルの追加（AddEndpointBundles）]ダイアログボッ
クスで、適切な zipファイルを参照して、[アップロード（Upload）]をクリックします。

エンドポイントバンドルテーブルに追加するエンドポイントの数の詳細を示した警告メッセージが表示さ

れます。

ステップ 3 プロセスを続けるには、[続行（Continue）]をクリックします。システムに新しいエンドポイントまたは更
新されたエンドポイントが追加され、ユーザは再起動しなくてもエンドポイントをすぐにプロビジョニン

グできます。

既存のエンドポイントを更新すると、更新されるエンドポイントの数と対象となるエンドポイン

トを示す警告メッセージが表示されます。

（注）

Provisioningのデータ消去の有効化
スケジュールした間隔でデータを消去するように Cisco Prime Collaboration Provisioningを設定
できます。

Cisco Prime Collaboration Provisioningは、次のタイプのデータを保持します。

•オーダー：製品のプロビジョニング（エンドポイント、回線、ボイスメール、またはいず
れかのバンドルなど）のオーダーが行われると、オーダーデータのオブジェクトが作成さ

れ、システムに保存されます。

•サービスアクション：製品のプロビジョニング中に、アプリケーションがデバイスと通信
すると作成されるオブジェクト。デフォルトでは、サービスアクションデータの消去が

有効になっています。

•タスク：インフラストラクチャ設定の更新のスケジュール。インフラストラクチャ設定に
よって、設定をローカルに保存できます。保存された設定はタスクに組み込み、デバイス

にプッシュできます。

•ワークフロー：製品のオーダーが行われると、ワークフロー（承認、出荷、受領）を通過
してから、サービスアクティベータに届きます。
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•監査証跡：PIN/パスワードの変更、PIN/パスワードのリセット、次回のログイン時のPIN/
パスワードの変更、Unityまたは Unity Connectionデバイス内のユーザのボイスメールの
ロック解除、ログイン管理、ユーザ管理、PIN/パスワード管理、アクセスコントロール
グループおよびユーザロールの変更、セルフケア、システム設定、および同期のたびに監

査エントリが作成されます。デフォルトでは、監査証跡データの消去が有効になっていま

す。

データは、保持期間または保持数の基準に達すると消去されま

す。たとえば、データが保持期間より古い場合は削除されます。

また、データの合計が保持数を超えると、データは削除されま

す。

（注）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [データメンテナンス（DataMaintenance）]を選択します。（のPrimeCollaboration
Provisioningアプリケーションの操作については、表 1を参照してください）。

ステップ 2 消去をスケジュールするデータの行にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [日単位の保持期間（Retention Time in Days）]カラムで、データを保持する日数を変更します（デフォルト
は 7日間で、監査証跡およびサービスアクションの場合のみ 30日間）。

ステップ 4 [保持数（Retention Count）]カラムで、保持するデータの数を選択します。

保持数は、Provisioningで保持して消去しないオブジェクトの数です。たとえば、オーダー総数が
1000で、保持数が 200の場合、Provisioningでは 800のオーダーが消去され、最新の 200オーダー
だけが保持されます。

[保持数（Retention Count）]のデフォルト設定は次のとおりです。

• [順序（Orders）]：最新の 100オーダー

• [サービスアクション（ServiceAction）]：無制限

• [タスク（Task）]：50

• [ワークフロー（Workflow）]：50

•（Cisco Prime Collaborationリリース 11.2以前の場合）[監査証跡（Audit Trail）]：50

•（Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合）[監査証跡（Audit Trail）]：100,000

監査証跡に設定できる最大保持数は 1,000,000です。（注）

（注）

ステップ 5 （オプション）消去対象のデータを削除する前にファイルにエクスポートするには、[エクスポート後に消
去（Export Before Purge）]フィールドで [はい（Yes）]を選択します。エクスポートされた消去対象データ
は、[管理（Administration）] > [ロギングとShowtech（Logging and Showtech）] > [アプリケーションログと
NICEログ（Application and NICE Logs）] > [エクスポート（Export）]（[ログの参照（Browse Logs）]の下）
からダウンロードできるファイルに保存されます。
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エクスポートされるのはオーダーデータとワークフローデータだけです。サービスアクションデータは

エクスポートされません。

ステップ 6 消去間隔を選択し（デフォルトは 24時間）、[更新（Update）]をクリックします。

[消去情報（Purging Information）]ペインに、次にスケジュールされている消去と前回の消去の時期が表示
されます。

プロビジョニングデータを消去するには、[管理（Administration）] > [データメンテナンス（Data
Maintenance）] を選択します（ Prime Collaboration Provisioningアプリケーションでは、[管理
（Administration）] > [データメンテナンス（Data Maintenance）] を選択します）。[データメンテナンスの
設定（Data Maintenance Configuration）]ページでデータを設定できます。

12.1移行時に、消去対象データが 12.1サーバに自動的にコピーされることはありません。11.x
サーバの消去対象データが必要な場合、これらのファイルを手動でコピーする必要があります。

（注）

メンテナンスモード
Cisco Prime Collaboration Provisioningをメンテナンスモードにすると、ドメイン/プロセッサ/
サービスエリアの削除など、通常モードでは行えないユーザに影響を与える操作を実行できま

す。

管理者以外のすべてのユーザは、割り当てられた権限ごとに Provisioning以外のすべてのペー
ジにアクセスできます。Provisioningのリンクは利用可能ですが、ユーザがこれらのページに
アクセスしようとすると、「アプリケーションは、現在メンテナンスモードです（theapplication
is currently in Maintenance mode）」というメッセージが表示されます。

メンテナンスモードルールを適用するには、ユーザはアプリケーションモードからログオフ

し、メンテナンスモードに再ログインする必要があります。

（注）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [メンテナンスモード（Maintenance Mode）]を選択します。

[アプリケーションモード管理（Application Mode Management）]ページが表示され、次のメッセージが表
示されます。

「メンテナンスモードを終了すると、すべてのユーザのアクセスが回復します。プロセッサ(コールプロ
セッサ、ユニファイドメッセージプロセッサ)、LDAPおよびACSサーバ、ドメイン、サービスエリアの削
除操作は実行できなくなります。（Exiting Maintenance mode will restore access to all users. Delete operations
on processors (Call Processors, Unified Message Processors), LDAP and ACS Servers, Domains, and Service Areas
will no longer be available.）」
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ステップ 2 [メンテナンスモード開始までの遅延時間(分)（Delay Before Maintenance Mode Begins (mins)）]ドロップダ
ウンリストから遅延時間を選択します。選択可能な遅延時間は 1～ 60分です。Cisco Prime Collaboration
Provisioningを即座にメンテナンスモードにするには、[即時（Immediately）]を選択します。

ステップ 3 [ログインしたユーザに表示するメッセージ（Message to Display to Logged-in Users）]で、メッセージを入
力します。このメッセージはログインしたユーザの画面に表示されます。200文字まで入力できます。

ステップ 4 [メンテナンスモードの開始（Enter Maintenance Mode）]をクリックし、次に [はい（Yes）]をクリックし
て確定します。

ログインページに警告が表示され、システムの使用は管理権限を持つユーザに制限されることがユーザに

通知されます。ドメインの削除など、通常モードでは使用できないメンテナンスオプションが使用可能に

なります。

ステップ 5 ドメインの削除などのメンテナンスアクティビティを実行します。

ステップ 6 メンテナンスアクティビティが完了したら、[メンテナンスモード（Maintenance Mode）]を選択します。

ステップ 7 [メンテナンスモードの終了（Exit Maintenance Mode）]をクリックします。

ログインページの警告が消え、ユーザは通常通りにログインできるようになります。ドメインの削除など

のメンテナンスオプションは、もう使用できません。

Cisco Prime Collaboration Provisioningがメンテナンスモードに入るときは、すべての管理者に電子メール通
知が送信されます。電子メール通知を送信するには、次の通知イベントを有効にする必要があります。

[システムがメンテナンスモードを開始したときまたは終了したとき(ログインした管理者に電子メールが
送信されます)（When system enters or exitsMaintenanceMode (email will be sent to the logged in administrators)）]

通知設定を行うには、システム通知の設定を参照してください。

バックアップと復元の実行
CiscoPrimeCollaborationProvisioningでは、データをバックアップして復元できます。Provisioning
のUIを使用して定期バックアップをスケジュールするか（Provisioningユーザインターフェイ
スを使用したバックアップのスケジュール（20ページ））。

バックアップと復元のシナリオには次の2種類があります。使用するシナリオに適した手順を
選択してください。

•単一マシン用のバックアップと復元のシナリオ。同一インストールまたは新規インストー
ルで使用します。このシナリオについては、Provisioningユーザインターフェイスを使用
したバックアップのスケジュール（20ページ）を参照してください。

ファイルをバックアップする場合は、そのファイルを別のファイ

ルサーバに置く必要があります。また、バックアップデータは

CDにも焼き付けてください。

（注）
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Cisco Prime Collaboration Provisioningを使用すると、システムデータをバックアップして、全
面的なシステム障害が発生した場合に別のシステムにそのデータを復元できます。別のシステ

ムからのバックアップを復元する場合は、次の要件を満たす必要があります。

•データの復元先のサーバがバックアップ対象システムと同じMACアドレスを持つことを
確認します（IPアドレスとホスト名は異なる場合があります）。

•元のシステム（バックアップしたシステム）のMACアドレスを別のシステムに割り当て
ることができない場合は、新しいライセンスファイル（新規MACアドレス用）の情報に
ついてエンジニアリングチームにお問い合わせください。

•異なるシステムでデータのバックアップと復元を行う手順は、同一システムでデータの
バックアップと復元を行う手順と同じです。

Provisioningユーザインターフェイスを使用したバック
アップのスケジュール

Provisioningユーザインターフェイスを使用して、Provisioningデータベースの定期バックアッ
プを作成できます。バックアップを実行するには、管理者としてログインする必要がありま

す。Provisioningデータベースのバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [バックアップ管理（Backup Management）]を選択します。

ステップ 2 [バックアップ管理（Backup Management）]ページで [新規（New）]をクリックします。

ステップ 3 [バックアップの新規作成（Create New Backup）]ページでバックアップタイトルを入力します。

ステップ 4 [バックアップ接続（Backup Connection）]ドロップダウンリストから、バックアップファイルの保存先と
して [SFTP]、[FTP]または [ローカル（Local）]を選択します。

a) [SFTP]または [FTP]を選択した場合は、次の詳細を入力します。

•バックアップファイルを保存する必要があるサーバの IPアドレス。

•バックアップ先までのパスとポートの詳細（SFTPのみ）。

バックアップの場所は、指定された SSHユーザのホームディレクトリからの相対指定に
します。ルートディレクトリでバックアップが行われないように、相対パスにはディレ

クトリの詳細（DIRNAMEやDIRNAME1 /DIRNAME2など）を含める必要があります。

（注）

•ユーザ名とパスワード情報。SFTPまたは FTPパスワードのテストはオプションです。

FIPSモードの別のPCPサーバでSFTPを使用してバックアップを実行することはできません。（注）

b) ローカルを選択した場合、バックアップファイルはCUPMのローカルディレクトリに保存されます。

SFTP、FTP、またはローカルの宛先パスが「opt/backup」として指定されていないことを確認しま
す。

（注）

サーバの保守

20

サーバの保守

Provisioningユーザインターフェイスを使用したバックアップのスケジュール



ステップ 5 ローカルバックアップでは、[バックアップ履歴（Backup History）]ドロップダウンリストから、ローカ
ルマシンに保存するバックアップファイル数を選択します。

デフォルト値は 2です。デフォルトでは、2つの最新バックアップファイルを保存できます。最大 9つの
最新バックアップファイルを保存可能です。

ステップ 6 スケジュールの詳細を入力して、バックアップをスケジュールします。

表示される時刻は、サーバブラウザの時刻です。新規バックアップジョブのデフォルトの繰り返しタイプ

は [なし（None）]です。デフォルト設定でバックアップジョブを作成すると、バックアップがただちに開
始されます。

ステップ 7 スケジュールしたバックアップのステータス通知を受信する電子メールアドレスを入力します。複数の電
子メールアドレスをカンマで区切って入力できます。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックします。[バックアップ管理（Backup Management）]ページの [バックアップ
（Backups）]テーブルに、スケジュールされたバックアップが表示されます。

ステップ 9 [今すぐ実行（Run Now）]をクリックし、ただちにバックアップを実行します。

Prime Collaboration Provisioningは、バックアップ開始前にメンテナンスモードに入ります。す
べてのログインユーザに対して、スケジュールされたバックアップの開始 10分前に、Prime
Collaboration Provisioningからログアウトされることを知らせる通知が表示されます。ユーザ
は、バックアップ開始前に作業を保存してログアウトする必要があります。さもないと、自動

的にログアウトされて Prime Collaboration Provisioningにアクセスできなくなります。

バックアップテーブルには、各バックアップジョブのステータスと履歴の情報が表示されま

す。[次の実行時（NextRunTime）]オプションには、次の定期スケジュールの詳細が示されま
す。

また、[前回の実行ステータス（Last Run Status）]列には、前回実行したバックアップジョブ
のステータスが表示されます。バックアップジョブのステータスは、[スケジュール済み
（Scheduled）]、[処理中（In Progress）]、[成功（Success）]または [失敗（Failed）]です。

バックアップジョブがスケジュールされた時間に達すると、前回の実行ステータスが [スケ
ジュール済み（Scheduled）]に変更されます。さらに10分後にメンテナンスモードに入ると、
ステータスは [スケジュール済み（Scheduled）]から [処理中（In Progress）]に変化します。

バックアップジョブが完了すると、ステータスは [成功（Success）]または [失敗（Failed）]に
なります。

任意のバックアップジョブの履歴を表示するには、[実行履歴カウント（Run History Count）]
をクリックしてダイアログボックスを開きます。バックアップの開始時刻、終了時刻、ステー

タス、ファイルサイズを表示できます。また、実行履歴ログを削除できます。バックアップ

ログが削除されてもバックアップ済みファイルは削除されません。

バックアップジョブの管理

スケジュールされたジョブでは、次の操作を実行できます。
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•編集と削除：[スケジュール済み（Scheduled）]と [処理中（In Progress）]のステータスで
は、[編集（Edit）]および [削除（Delete）]オプションが無効になります。バックアップ
のステータスが [スケジュール済み（Scheduled）]と [処理中（In Progress）]の場合は、そ
のバックアップジョブを編集または削除することはできません。同時に編集できるバック

アップジョブは 1つだけです。

•キャンセル：キャンセルできるのは、ステータスが [スケジュール済み（Scheduled）]ま
たは [処理中（In Progress）]の実行中のバックアップジョブだけです。

単一マシンの Provisioningデータベースのバックアップ
この手順を実行するには、Provisioningデータベース（PostgreSQLデータベース）に管理者レ
ベルでアクセスできる必要があります。

ステップ 1 SSHを使用してルートでログインします（ポート 22）。

ステップ 2 /opt/cupmフォルダに移動し、次のコマンドを入力してください。
sudo ./cupm-app-service.sh stop

ステップ 3 次のコマンドを使用して、Apacheサービス、JBossサービス、および NICEサービスを停止します。

ps -aef | grep startcupm
ps -aef | grep nice
kill -9 <startcupm process ID>
kill -9 <nice process ID>

ステップ 4 次のコマンドを使用して、対象のディレクトリに移動します。

cd /opt/postgres/pghome/bin

ステップ 5 次のコマンドを実行します。

sudo ./pg_dumpall -o -Upmadmin > /<backup_directory_name>/<backup_file_name>

値は次のとおりです。

• pmadmin：postgresユーザ ID。

• backup_directory_name：Sudoユーザの場合、ディレクトリ名は /home/<sudoUser directory>です（例：
Sudoユーザが「testuser」の場合、ディレクトリ名は /home/testuser/）。

• backup_file_name：バックアップはこのファイル名で作成されます。

ステップ 6 バックアップフォルダで、次のファイルとディレクトリのコピーを作成します。

• /opt/cupm/sep/dfc.properties

• /opt/cupm/sep/ipt.properties

• /opt/cupm/sep/dfc.keystore
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• /opt/cupm/jboss/server/cupm/conf/login-config.xml

• /opt/cupm/jboss/server/cupm/deploy/dfc-ds.xml

• /opt/cupm/sep/ipt/.system/.pcprandom.key

ステップ 7 次のコマンドを使用して、Apacheサービス、JBossサービス、および NICEサービスを開始します。

cd /opt/cupm
sudo ./cupm-app-service.sh start
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