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SSLポートの変更
Prime Collaboration Provisioningで SSLに使用されるポートを変更するには、次の操作を行いま
す。

ステップ 1 Prime Collaboration Provisioningシステムで、/opt/cupm/httpd/confにある ssl.confファイルを開きます。

ステップ 2 次の行のポート番号を変更します。

Listen 443

VirtualHost_default_: 443

ServerName www.example.com:443

RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}:443/$1 [R,L]

ポート番号を変更した後は、Prime Collaboration Provisioningにアクセスするときに新しいポート
番号を入力する必要があります

（注）

ステップ 3 変更内容を保存して、ファイルを閉じます。

ステップ 4 /opt/cupm/httpd/confにある httpd.confファイルを開きます。

ステップ 5 次の行のポート番号を変更します。
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}:443/$1 [R,L]

ステップ 6 変更内容を保存して、ファイルを閉じます。

ステップ 7 次のコマンドを使用して Apacheサーバを再起動します。
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/opt/cupm/httpd/bin# ./apachectl -k stop

/opt/cupm/httpd/bin# ./apachectl -k start -DSSL

Prime Collaboration Provisioningサーバのタイムゾーンの
設定

グリニッジ標準時（GMT）とも呼ばれる、うるう秒で更新される協定世界時（UTC）を指定で
きます。

Provisioningサーバでタイムゾーンを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 コンソールユーザログインアカウントを使用して Prime Collaboration Provisioningサーバにログインしま
す。

ステップ 2 次のコマンドを入力して設定済みタイムゾーンを確認します。

user $ timedatectl

ステップ 3 次のコマンドを入力して、サポートされているタイムゾーンのリストを表示します。

user $ timedatectl list-timezones

ステップ 4 Prime Collaboration Provisioningサーバのタイムゾーンを設定するには、次のコマンドを入力します。
user $ timedatectl set-timezone Asia/Kolkata

ステップ 5 cd /opt/cupm/sepに移動します。

ステップ 6 dfc.propertiesファイルの次のプロパティを更新して、オフセットを更新します。
dfc.gui.utc_offset=<applicable offset for your geographic location>

たとえば、ISTタイムゾーンにいる場合は、「dfc.gui.utc_offset=+0530」と入力します。

ステップ 7 サービスを再起動します。

sudo /opt/cupm/bin/cpcmcontrol.sh stop

sudo /opt/cupm/bin/cpcmcontrol.sh start

Prime Collaboration Provisioningの [プロセス管理（Process Management）]ページからサービスを再
起動することもできます。

（注）

特別な電話番号の同期
リリース 9.5より前のPrimeCollaboration Provisioningでは、エンドポイントがPrimeCollaboration
Provisioningによって管理される電話番号（DN）のみが同期化され、CiscoUnifiedCommunications
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Managerによって設定された DNについては十分な情報がありません。Cisco Unified
Communications Managerで設定されるいくつかの特別な DNのインスタンスが存在する場合が
あります。

次のような特別な電話番号があります。

• Cisco Unified Communications Managerに搭載されている、Prime Collaboration Provisioning
によって管理されない DN機能。インターコムの DNなどです。

• PrimeCollaboration Provisioningによって管理されないエンドポイントに接続しているDN。

Provisioningによるエンドポイントのサポートが制限され、Cisco
Unified CommunicationsManagerで使用可能な一部のエンドポイン
トがサポートされません。

（注）

Prime Collaboration Provisioning 10.0以降のバージョンでは、ユーザの同期化の一部として特別
なDNをすべて同期させることができます。この機能はデフォルトで無効になっています。こ
の機能を有効にするには、次のプロパティを /opt/cupm/sep/ipt.propertiesファイルに追加する必
要があります。

dfc.ipt.cisco.ccm.sync.orphanDN=true

このプロパティを有効にすると、Prime Collaboration Provisioningで同期する DNが増え、ユー
ザ同期プロセスを完了するために時間がかかります。所要時間は Cisco Unified CMに設定され
ている特別な DNの数によって異なります。

ipt.propertiesファイルを更新した後で、変更を有効にするために cupmサービスを再起動する
必要があります。

（注）

この機能が有効になっている場合、プロビジョニングオーダーは Provisioningによって検証さ
れるようになり、Cisco Unified Communications Managerに送信されてエラーが発生することは
なくなります。

Provisioningと特別な DNの条件は次のとおりです。

Prime Collaboration Provisioningから実行されるプロビジョニングアクティビティでそのような
特別なDNの再利用が試行されると、プロビジョニングエラーが発生する可能性があります。

• DNがすでに使用されている場合は、プロビジョニング回線の自動割り当て時に回線がプ
ロビジョニングされません。

•プロビジョニング回線を手動で選択すると、プロビジョニング中に Prime Collaboration
Provisioningでエラーが発生します。
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単一マシンの Provisioningデータベースの復元

始める前に

新規インストールに復元する場合は、この手順を開始する前に、システムを新規インストール

で起動して稼働させます。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。

データベースを新しいシステムに復元する場合は、次のポートが他のアプリケーションで使用

されていないことを確認してください。

• dfc.jboss.port=46008

• dfc.postgres.port=5432

• dfc.nice.rmi.registry.internal.port=46001

• dfc.webport=80

ポートが他のアプリケーションで使用されている場合は、対象のポート番号を空いているポー

トに変更する必要があります。これらの設定は、/opt/cupm/sep/dfc.propertiesファイルに定義さ
れています。インストール中にデフォルトの場所を受け入れた場合、インストールディレクト

リは /opt/cupmになります。

ステップ 1 ポート 22で SSHを使用してトラブルシューティングユーザとしてログインします。

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Apache、JBoss、NICEなどのアプリケーションサー
ビスを停止します。

sudo ./cupm-app-service.sh stop

ステップ 3 次のコマンドを使用して、アプリケーションサービスが停止したことを確認します。

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

a) niceプロセスがpostgres接続をまだ保持しているかどうかチェックするには、次のコマンドを入力しま
す：

ps -aef

b) 次のプロセスを探します：/opt/cupm/jvm/bin/java -server -classpath
/opt/cupm/sep/lib/dom.jar:/opt/cupm/sep/lib/jaxbapi.jar:/opt/cupm/sep/lib/jaxb-impl.jar

プロセスが実行中の場合は、次のコマンドを入力します。

kill -9 <Process-Id found earlier>

ステップ 4 同一インストールに復元する場合は、次の手順に進みます。新規インストールに復元する場合は、次のバッ
クアップファイル（bak）をコピーします。
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ステップ 5 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 6 次のコマンドを実行して、データベースを復元します。

sudo ./CUPM-restore.sh <username> <password> <backup_file_name with Absolute Path>

ここで、usernameは PostgreSQL管理者のユーザ名です。デフォルトの管理者ユーザ名は pmadminです。
パスワードは globaladminに入力したものと同じです。

次のエラーが表示された場合：

"dropdb: database removal failed: ERROR: database "cupm" is being accessed by other users"

次の手順を実行します。

a) 次のコマンドを入力して、niceプロセスが postgres接続をまだ保持しているかどうかをチェックしま
す。

ps -aef

b) 次のプロセスを探します：/opt/cupm/jvm/bin/java -server -classpath
/opt/cupm/sep/lib/dom.jar:/opt/cupm/sep/lib/jaxbapi.jar:/opt/cupm/sep/lib/jaxb-impl.jar

プロセスが実行中の場合は、次のコマンドを入力します。

kill -9 <Process-Id found earlier>

c) 復元コマンド（./CUPM-restore.sh <username> <password> /mnt/<backup_file_name>）を再度実行します。

ステップ 7 同一インストールに復元する場合は、次の手順に進みます。新規インストールに復元する場合は、次のバッ
クアップファイルをコピーします。sshを使用してファイルをコピーするには、/home/<sudouserdirectory>
でファイルをコピーしてから、sudo cp <file_name> <Absoulte_Patch_file_name_to _ be_copied>を使用して
コピーします。たとえば、Sudoユーザ IDが「testuser」で、コピーするファイルが /home/testuser/にある
「dfc.properties」ファイルの場合、sshを使用して /home/testuser/で dfc.propertiesファイルをコピーし、次
にコマンド sudo cp /home/testuser/dfc.properties /opt/cupm/sep/dfc.propertiesを使用して指定のディレクトリに
ファイルを再度コピーします。

• /opt/cupm/sep/dfc.properties

• /opt/cupm/sep/ipt.properties

• /opt/cupm/sep/dfc.keystore

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

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

• /opt/cupm/sep/custom.properties

• /opt/cupm/sep/passwordpolicy.properties

ランダムキーを復元するには、単一マシンの Provisioningデータベースの復元（4ページ）を参
照してください。

（注）

ステップ 8 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。
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cd /opt/cupm
sudo ./cupm-app-service.sh start

ランダムキーの復元

[バックアップ管理（Backup Management）]（[管理（Administration）] > [バックアップ管理
（Backup Management）]）で作成されたバックアップ圧縮ファイルには、ランダムキーファ
イルのコピーが含まれています。

ステップ 1 バックアップディレクトリをサーバにコピーします。/opt/cupm/sep/ipt/に移動します。

ステップ 2 mkdirコマンドを使用して .systemディレクトリを作成します。このディレクトリが存在する場合はステッ
プ 3に進みます。

ステップ 3 /opt/cupm/sep/ipt/.systemに移動します。

ステップ 4 バックアップディレクトリから次をコピーします。

cp <BACK UP DIR>/pcprandom.key .pcprandom.key
cp .pcprandom.key .pcprandom.key.bkp
touch .pcprandomconfigured

プロビジョニングユーザインターフェイスからのデータベースの復

元

Cisco Prime Collaboration Provisioning 12.2以降向け

ユーザは、PCPユーザインターフェイスからデータベースを復元できます。

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、[復元（Restore）]をクリックします。

ステップ 3 [データベースの復元（Database Restore）]ページで、必要な復元オプションを選択します。

• [自動（Automatic）]：[自動（Automatic）]を選択した場合は、[バックアップの検索（Find Backups）]
をクリックします。使用可能なバックアップのリストが表示されたら、必要なバックアップを選択し

て [復元（Restore）]をクリックします。データベースのバックアップ（バックアップ yyyy-mm-dd
hh:mm:ss）が復元されることを示す警告が表示されます。現在のシステムデータは失われ、アプリケー
ションにはアクセスできなくなります。「続行しますか?（Doyouwish to continue?）」というメッセー
ジが表示されたら、[はい（Yes）]をクリックして次に進みます。

• [SFTP]または [FTP]

[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サーバの IPアドレス。
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•ポートの詳細を入力します。

•バックアップの場所へのパス。

•ユーザ名とパスワード情報。

• [バックアップの検索（FindBackups）]をクリックします。使用可能なバックアップのリストが表
示されたら、必要なバックアップを選択して [復元（Restore）]をクリックします。データベース
のバックアップ（バックアップyyyy-mm-ddhh:mm:ss）が復元されることを示す警告が表示されま
す。現在のシステムデータは失われ、アプリケーションにはアクセスできなくなります。「続行

しますか?（Doyouwish to continue?）」というメッセージが表示されたら、[はい（Yes）]をクリッ
クして次に進みます。

•ローカルディスク

[ローカル（Local）]を選択した場合は、次の詳細を入力します。

•バックアップの場所へのパス。

• [バックアップの検索（FindBackups）]をクリックします。使用可能なバックアップのリストが表
示されたら、必要なバックアップを選択して [復元（Restore）]をクリックします。データベース
のバックアップ（バックアップyyyy-mm-ddhh:mm:ss）が復元されることを示す警告が表示されま
す。現在のシステムデータは失われ、アプリケーションにはアクセスできなくなります。「続行

しますか?（Doyouwish to continue?）」というメッセージが表示されたら、[はい（Yes）]をクリッ
クして次に進みます。

Cisco Prime Collaboration Provisioningで復元プロセスが開始されると、静的ページが表示され、ログを
確認することができます。復元プロセスの完了後は、Cisco Prime Collaboration Provisioningのログイン
画面が表示されます。

トラブルシューティングUIでは、復元プロセスが開始されると、復元の進行状況画面が表示
され、ログを確認したり、[別のDB復元の開始（Start another DB Restore）]ボタンを使用した
りすることができます。別の復元プロセスを開始するには、[別のDB復元の開始（Start another
DB Restore）]をクリックします。

（注）

この機能は、PCP/JBOSSがダウンしている場合に使用できるトラブルシューティング UIで
も利用可能です。

（注）

現在、バックアップデータベースのパスワードがデータベースを復元するサーバと異なる場

合は、Cisco Prime Collaboration Provisioningユーザインターフェイスから復元できません。こ
の場合、ユーザは CLIからデータベースを復元する必要があります。

（注）
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Self-Careユーザ移行スクリプト
SelfCareMigrationUtilityは、移行中または CLIから移行後に起動できます。このツールは、
CreateSelfCareAccountsルールおよび DefaultCUPMPasswordルールセットを持つドメイン内の
すべてのユーザを処理します。

このツールは /opt/cupm/sep/ipt/binからCLIを経由して実行できます。また、実行はグローバル
（全ドメイン対象）でも単一ドメインでも可能です。

スクリプトを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 /opt/cupm/sep/ipt/binへ移動します。

ステップ 2 次を実行します。./SelfCareMigrationUtility.sh ALL ENABLE

• ALL：すべてのドメインを示します。

• ENABLE：指定したドメインの全ユーザに対するセルフケアを有効にします。

セルフケアオプションを無効にするには、次の手順を実行します。

./SelfCareMigraionUtility.sh ALL DISABLE

スクリプトはドメインレベルでも実行できます。これを実行するには、次の手順を実行します。

./SelfCareMigrationUtility.sh DOMAIN NAME [ENABLE | DISABLE]

移行の詳細については、『Cisco Prime Collaboration Upgrade and Migration Guide』を参照してく
ださい。

システム再起動時のユーザ情報の保持
Cisco Prime Collaborationリリース 11.5以降の場合

新しいユーザを作成するこの方法は、システムの再起動時に失われるユーザ情報を保持するの

に役立ちます。

ステップ 1 rootとして CLIにログインします。

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。
useradd <username>

passwd <username>

ステップ 3 パスワードを入力します。

ステップ 4 ユーザデータを保持するには、次のコマンドを入力します。
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cp /etc/shadow /storedconfig/startup-config-*/etc/shadow

ステップ 5 Yesを入力して続行します。

ステップ 6 次のコマンドを入力します。

cp /etc/passwd /storedconfig/startup-config-*/etc/passwd

ステップ 7 Yesを入力して続行します。
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