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概要
• はじめに, 1 ページ

はじめに
Cisco Jabber Guest は、企業のファイアウォール外の人々にシスコの企業テレフォニー範囲を拡張
する C2B ソリューションです。 Cisco Jabber Guest は、既存のユニファイド コミュニケーション
資産を企業との通信に使用する機能をこれらの人々に提供します。 機能は、Cisco Jabber Guest
Administration を使用して、管理者によって制御されます。 管理者は、リンク、ユーザ、および製
品の機能を制御するシステム設定の管理に対する責任を負います。 管理者は、トラブルシュー
ティングの目的でログにもアクセスできます。 これらの機能を管理するには、Cisco Jabber Guest
Administration にサインインする必要があります。
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はじめに
• Cisco Jabber Guest Administration へのサインイン, 3 ページ
• Cisco Jabber Guest サーバの CLI にサインイン, 3 ページ
• モバイルの設定, 4 ページ

Cisco Jabber Guest Administration へのサインイン
Administration へは、Google Chrome 18 以降か Mozilla Firefox 10 以降を搭載した Mac または
Windows、および Microsoft Internet Explorer 11 以降を搭載した Windows で Cisco Jabber Guest アク
セスできます。
Cisco Jabber Guest サーバはデフォルトのクレデンシャルで設定されます。

手順
ステップ 1

互換性のあるブラウザから、Cisco Jabber Guest サーバの IP アドレスまたはホスト名に移動し、
URL に /admin/ を追加します。

ステップ 2

[エイリアス（Alias）] には、admin と入力します。

ステップ 3

[パスワード（Password）] には、jabbercserver と入力します。
パスワードは、初回サインイン時に変更する必要があります。

ステップ 4

新しいパスワードを入力します。

セッションは、非アクティブな状態が 30 分続くとタイムアウトします。

Cisco Jabber Guest サーバの CLI にサインイン
Cisco Jabber Guest サーバのコマンドライン インターフェイス（CLI）は、デフォルトのクレデン
シャルで設定されます。
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モバイルの設定

手順
ステップ 1

ユーザ ID に root と入力します。

ステップ 2

パスワードに jabbercserver と入力します。 パスワードは、初回サインイン時に変更する必要があ
ります。

ステップ 3

新しいパスワードを入力します。

モバイルの設定
iOS サポートの [モバイル（Mobile）] ページの設定を使用します。
iOS ユーザが通話リンクをクリックすると、サーバは [iOSのURLをリダイレクト（Redirect URL
for iOS）] フィールドに設定されている値にユーザをリダイレクトします。 [iOSのURLをリダイレ
クト（Redirect URL for iOS）] フィールドのデフォルト値は、Cisco Jabber Guest ようこそページで
す。
その後、クライアント側で、通話を開始するために適切に登録されたネイティブ アプリケーショ
ンを許可する [iOS URLスキーム（iOS URL scheme）] フィールドに設定したスキーム値を使用し
て、ユーザが特定の URL にリダイレクトされます。 [iOS URLスキーム（iOS URL scheme）] フィー
ルドのデフォルト値は jabberguest です。
Cisco Jabber Guest がインストールされていない場合、ユーザは [iOS App Storeリンク（iOS App
Store link）] フィールドに設定された値にリダイレクトされます。 デフォルトでは、[iOS App Store
リンク（iOS App Store link）] フィールドには Cisco Jabber Guest をダウンロードするリンクが含ま
れます。
ユーザの組織が Cisco Jabber Guest を実装する独自の iOS アプリケーションを開発している場合
は、アプリケーションが Cisco Jabber Guest の代わりにユーザのアプリケーションを開くようにこ
れらのフィールドを更新できます。
iOS ユーザが通話リンクをクリックしたときに、アプリケーションが起動しないようにする場合
は、Web ページなど別の場所にユーザをリダイレクトするために [iOSのURLをリダイレクト
（Redirect URL for iOS）] フィールドを編集できます。
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手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[設定（Settings）] > [モバイル（Mobile）] の順に選択します。

ステップ 2

[iOS App Storeリンク（iOS App Store link）] フィールドに、iOS App Store のアプリケーションへの
URL を入力します。

ステップ 3

[iOS URLスキーム（iOS URL scheme）] フィールドに、iOS アプリケーションの URL スキームを
入力します。

ステップ 4

[iOSのURLをリダイレクト（Redirect URL for iOS）] フィールドで、通話リンクをクリックすると
サーバが iOS ユーザをリダイレクトする宛先の URL を入力します。 サーバは、別のドメインに
ユーザをリダイレクトできます。

ステップ 5

[更新（Update）] をクリックします。
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ユーザの管理
• ユーザの作成, 7 ページ
• ユーザの更新, 8 ページ
• ユーザ パスワードを設定します, 8 ページ
• ユーザ アカウントのロック解除, 8 ページ
• ユーザの削除, 9 ページ

ユーザの作成
すべてのユーザは管理者です。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックします。

ステップ 3

[エイリアス（Alias）] フィールドに、適切なユーザ名を入力します。 ユーザ エイリアスはすべて
のユーザ間で固有である必要があります。

ステップ 4

[名（First name）] フィールドには、ユーザの名を入力します。

ステップ 5

[姓（Last name）] フィールドに、ユーザの姓を入力します。

ステップ 6

[表示名（Display name）] フィールドに、ユーザの公式表示名を入力します。

ステップ 7

[パスワード（Password）] フィールドには、ユーザのデフォルト パスワードを入力します。

ステップ 8

[パスワードの確認（Confirm password）] フィールドでパスワードを確認します。

ステップ 9

[作成（Create）] をクリックします。
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ユーザの更新

ユーザの更新
ユーザ情報は、そのユーザの [詳細（Details）] ページから更新されます。 このページはユーザが
作成された後に自動的にロードされます。 [詳細（Details）] ページには、[ユーザ（Users）] ペー
ジで必須のユーザ名をクリックしてもアクセスできます。 システムからユーザを削除するには、
[削除（Delete）] をクリックします。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 2

更新するユーザのユーザ名をクリックします。

ステップ 3

新規ユーザの場合は、適切なフィールドに情報を入力し、[更新（Update）] をクリックします。

ステップ 4

既存のユーザの場合は、適切なフィールドを更新し、[更新（Update）] をクリックします。

ステップ 5

データベースからレコードを削除するには、[削除（Delete）] をクリックします。

ユーザ パスワードを設定します
[パスワード（Password）] ページを使用して、ユーザ パスワードを管理およびリセットします。
セキュリティを強化するために、[変更が必須（Must change）] をオンにして、強制的にユーザに
デフォルトのパスワードを変更させます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 2

パスワード設定対象のユーザのユーザ名をクリックします。

ステップ 3

[パスワード（Password）] をクリックします。

ステップ 4

[変更が必須（Must change）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

ユーザのデフォルト パスワードを入力します。

ステップ 6

パスワードを確認します。

ステップ 7

[更新（Update）] をクリックします。

ユーザ アカウントのロック解除
ユーザアカウントがロックされている場合、アカウントのロックを解除できます。ユーザが自分
のパスワードを忘れた場合は、一時パスワードをユーザに提供することができます。
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手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 2

パスワードのロックを解除するユーザのユーザ名をクリックします。

ステップ 3

[パスワード（Password）] をクリックします。

ステップ 4

[ロックを解除（Unlock）] をクリックします。

ステップ 5

ユーザが自分のパスワードを忘れた場合は、次の手順を実行します。
a) [変更が必須（Must change）] チェックボックスをオンにします。
b) ユーザの一時パスワードを入力します。
c) パスワードを確認します。
d) [更新（Update）] をクリックします。
e) 一時パスワードをユーザに提供します。

ユーザの削除
手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ユーザ（Users）] をクリックします。

ステップ 2

削除するユーザのユーザ名をクリックします。 特定のユーザを検索できます。

ステップ 3

[詳細（Details）] ページの下部で、[削除（Delete）] をクリックします。
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リンクの管理
• 通話リンク, 11 ページ
• アドホック通話リンク, 12 ページ
• リンクを作成するためのベスト プラクティス, 13 ページ
• 通話リンクの最大数, 13 ページ
• リンクの作成, 13 ページ
• リンクのデフォルトの表示名を設定, 16 ページ
• リンクのデフォルトの発信者 ID を設定, 16 ページ
• ビデオ会議ブリッジのアドホック リンクを設定, 17 ページ

通話リンク
Cisco Jabber Guest の通話リンクを使用すると、アカウントの作成、パスワードの設定、あるいは
別の方法による認証を行う必要がなく、誰でも企業のエンドポイントにクリックツーコールを実
行できるようになります。
Cisco Jabber Guest Web クライアントはリンクをクリックすると立ち上がります。 このプロセスに
より、ユーザが電話をかける方法が大幅に効率化します。提供されたリンクをクリックするだけ
です。 リンクに関連付けられた宛先にビデオ通話を簡単にかけられるようになります。
Cisco Jabber Guest サーバは、これを使用して電話をかけるときに、リンクがデータベースに存在
するかどうかを判断します。 リンクが存在する場合、通話に対応する以下の動作パラメータが
データベースから取得されます。
• 宛先エンドポイント
• 発信者 ID
• 受信者 ID
• 時刻
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リンクがデータベースに登録されていない場合、サーバは [アドホック リンクを許可（Allow Adhoc
Links）] 設定をオンにします。 アドホック リンクが有効な場合、サーバは /call/ の右側にスト
リングをルート ストリングとして使用して Cisco Expressway または Cisco Unified Communications
Manager へ発信します。 設定が無効な場合、リンクがデータベースに存在しない限り、通話はルー
ティングされません。 アドホック リンクは、Cisco Jabber Guest Administration から有効化されま
す。
通話は、任意の Cisco Unified Communications Manager エンドポイントに電話番号 (DN) をダイヤル
することで行うことができます。 URI のダイヤルが有効になっている場合は、URI を使用して電
話をかけることもできます。
通話リンクは次の形式で構築されます。
https://example-jabberc/call/DN または UserID@example.com

次の表は、リンクが構築される方法の例をいくつか示したものです。
表 1：リンク URL の例

（注）

URL

注記

http://example-jabberc.com/call/janedoe@example.com

URI のリンクは、URI のダイヤルが有
効なエンドポイントでのみ動作しま
す。

http://example-jabberc.com/call/5309@example.com

4 桁の DN は、同じクラスタにホーム
されるエンドポイントでのみ動作しま
す。

http://example-jabberc.com/call/17011701@example.com

8 桁の DN は、同じドメイン内のすべ
てのエンドポイントで動作します。

ドメイン選択は任意です。 提供されている場合、Cisco Unified Communications Manager で設定
されているエンタープライズ ドメインに一致させる必要があります。 ドメインがアドホック
リンクで指定されていない場合、このサーバの SIP ドメイン（[設定（Settings）] > [コール制
御とメディア（Call Control and Media）]）が使用されます。

アドホック通話リンク
アドホック リンクはデフォルトで無効であり、Cisco Jabber Guest Administration から有効にできま
す。
通話リンクは Cisco Jabber Guest サーバのデータベースのエントリ、またはデータベースに存在し
ないアドホック リンクです。
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リンクを作成するためのベスト プラクティス
リンクの複製に要する時間の考慮
クラスタのメンバーである Cisco Jabber Guest サーバでクリックツーコール リンクを作成すると、
リンクがクラスタ内のすべてのサーバ上でアクティブになるまでに少し時間がかかります。 これ
は、Cisco Jabber Guest Administration またはリンク API を使用してリンクを作成する場合も適用さ
れます。 いずれの場合も、リンク情報はクラスタ内の他のすべてのサーバに自動的に複製されま
す。 レプリケーションに必要な時間は、サーバ間のネットワーク接続速度などの要因によって異
なります。 完全なレプリケーションは、瞬時に発生することもあれば、数秒かかることもありま
す。
リンク API を使用してリンクを動的に作成し、Cisco Jabber Guest クライアントにそれをプッシュ
するアプリケーションを導入する場合は、設計にこのレプリケーションの遅延を考慮することを
推奨します。 Cisco Jabber Guest ユーザが、要求を処理する Cisco Jabber Guest サーバでまだ複製さ
れていないリンクを使用しようとすると、処理が失敗します。
リンクの作成後に変更できない要求パス
リンクの作成後はリンクの要求パスを変更できません。 たとえば、リンクの要求パスにリンク先
が反映された状態で、リンク先が変更された場合は、新しいリンクを作成する必要があります。
更新されたリンク先を反映するように要求パスを更新できません。

通話リンクの最大数
単一の Cisco Jabber Guest サーバまたはクラスタで作成可能なリンク数に対するハード制限はあり
ません。 25,000 リンク以上でテスト済みです。

リンクの作成
リンクがアクティブな時間と日付範囲を指定できます。 たとえば、企業の採用活動において、就
職希望者の面接に使用するリンクを作成できます。 面接日の午後 2：00 から 4：00 の間に、 リン
クがアクティブになるように 指定できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administrationで、[リンク（Links）] をクリックします。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックします。

ステップ 3

/callの後にリンクに含まれる要求パスを設定します。要求パスは固有である必要があります。
• ドメイン名または DN を表示するには、[宛先（Destination）] ドロップダウン矢印をクリック
し、[宛先（Destination）] を選択します。
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13

リンクの管理
リンクの作成

• カスタム ストリングを表示するには、[宛先（Destination）] ドロップダウン矢印をクリック
して、[カスタマイゼーション ストリング（Custom string）] を選択し、[パスの要求（Request
path）] フィールドにストリングを入力します。
• 任意のストリングを表示するには、[宛先（Destination）] ドロップダウン矢印をクリックし
て、[ランダム ストリング（Random string）] を選択します。
ステップ 4

[宛先（Destination）] フィールドで、次のいずれかを実行します。
• ユーザがコールする相手の DN または URI およびドメイン名を入力します。 たとえば、
1000@cisco.com または johndoe@cisco.com と入力します。
• ユーザがコールする相手の DN を入力します。 たとえば 1000 と入力します。 Cisco Jabber
Guestサーバが [SIP ドメイン（SIP domain）] フィールド（[設定（Settings）] > [コール制御と
メディア（Call Control and Media）]）の値を使用して、ドメイン名を表示します。
重要

宛先は、Cisco Expressway-C と Cisco Unified Communications Manager からルーティング可
能な URI または DN に解決される必要があります。

ステップ 5

[表示名（Display name）] フィールドに、このリンクを使用して電話をかける際にクライアントに
表示される名前を入力します。 たとえば、リンクがヘルプ・デスクを呼び出す場合は、Customer
Support と入力します。
すべてのリンクのデフォルトの表示名を設定できます。

ステップ 6

[発信者名（Caller name）] フィールドで、企業の宛先エンドポイントに表示する名前を入力しま
す。 たとえばリンクが、医師のホットラインを呼び出す場合は、MD Hotline caller と入力します。
値を入力しない場合、発信者名は Jabber Guest になります。

ステップ 7

[発信者 SIP エイリアス（Caller SIP alias）] フィールドで、企業の宛先エンドポイントに表示する
発信者 ID を入力します。 値を入力しない場合、発信者 ID は [デフォルト発信者 SIP エイリアス
（Default caller SIP alias）] フィールドの値になります。
発信者 ID に含めることができる文字は、A-Z、a-z、0-9、ハイフン（-）、アンダースコア（_）、
ピリオド（.）、プラス記号（+）だけです。

ステップ 8

リンクが、固有の発信者名が必要なビデオ会議ブリッジを呼び出す場合は、[SIP エイリアスに固
有の識別子を追加（Append unique identifier to SIP alias）] チェックボックスをオンにします。 固有
の番号が SIP エイリアスに追加されます。 リンクをクリックするたびに、カウントが増加します。

ステップ 9

[国（State）] の横で、リンクをいつアクティブにするかを選択します。

ステップ 10

[作成（Create）] をクリックします。

次の作業
作成したリンクの開始日と終了日を選択した場合は、終了日を過ぎた後に自動的にこれらのリン
クを削除するように選択することもできます。 [設定（Settings）] をクリックして、[n 日後に削除
される期限切れのリンク（Expired links deleted after n days）] リストから、終了日の何日後にリン
クを削除するのかを選択します。 値を入力しない場合、または 0 を入力すると、期限切れのリン
クはデータベースに無期限に維持されます。
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関連トピック
リンクのデフォルトの表示名を設定, （16 ページ）

[リンク（Link）] フィールドと SIP ヘッダーの間のマッピング
次の表で、[リンク（Links）] フィールドと SIP ヘッダーの間のマッピングについて説明します。
表 2：[リンク（Link）] フィールドと SIP ヘッダーの間のマッピング

[リンク（Link）] フィールド

SIP ヘッダー

接続先

INVITE の要求 URI

発信者 SIP エイリアス
（注）

[送信者：（From:）] と [リモート パーティ ID:
（Remote Party ID:）]（RPID） ヘッダーのユー
[発信者 SIP エイリアス（Caller SIP
alias）] フィールドに値を入力しない ザ部分
場合は、[デフォルト発信者 SIP エイ 例：
リアス（Default caller SIP alias）]
• [送信者： <sip:alice@cisco.com>（From:
フィールドの値が使用されます。
<sip:alice@cisco.com>）]
• [リモート-パーティ-ID:
<sip:alice@cisco.com>（Remote-Party-ID:
<sip:alice@cisco.com>）]
[送信者：（From:）] と [リモート パーティ ID:
[発信者名（Caller name）] フィールド （Remote Party ID:）]（RPID） ヘッダーの表示
に値を入力しない場合、発信者名は 名
Jabber Guest になります。
例：

[発信者名（Caller name）]
（注）

• [送信者： "Alice" <sip:alice@cisco.com>
（From: "Alice" <sip:alice@cisco.com>）]
• [リモート-パーティ-ID: "Alice"
<sip:alice@cisco.com>（Remote-Party-ID:
"Alice" <sip:alice@cisco.com>）]
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[リンク（Link）] フィールド

SIP ヘッダー

固有識別子を SIP エイリアスに追加します

[送信者：（From:）] と [リモート パーティ ID:
（Remote Party ID:）]（RPID） ヘッダーに固有
識別子を追加します
例：
• [送信者： <sip:alice-123@cisco.com>（From:
<sip:alice-123@cisco.com>）]
• [リモート-パーティ-ID:
<sip:alice-123@cisco.com>（Remote-Party-ID:
<sip:alice-123@cisco.com>）]

リンクのデフォルトの表示名を設定
アドホック リンクを含むすべてのリンクのデフォルトの表示名を設定できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[設定（Settings）] をクリックしてから [リンク（Links）] を
クリックします。

ステップ 2

[デフォルト表示名（Default display name）] フィールドに、電話をかける際にクライアントに表示
する名前を入力します。 表示名が個々のリンクに設定されている場合、その名前がデフォルトの
表示名を上書きします。

ステップ 3

[更新（Update）] をクリックします。

リンクのデフォルトの発信者 ID を設定
アドホック リンクを含むすべてのリンクのデフォルトの発信者 ID を設定できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[設定（Settings）] をクリックしてから [リンク（Links）] を
クリックします。

ステップ 2

[デフォルト発信者 SIP エイリアス（Default caller SIP alias）] フィールドで、企業の宛先エンドポ
イントに表示する発信者 ID を入力します。 [発信者 SIP エイリアス（Caller SIP alias）] が個々の
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リンクに設定されている場合、その値は [デフォルト発信者 SIP エイリアス（Default caller SIP
alias）] で上書きされます。
発信者 ID に含めることができる文字は、A-Z、a-z、0-9、ハイフン（-）、アンダースコア（_）、
ピリオド（.）、プラス記号（+）だけです。
ステップ 3

[更新（Update）] をクリックします。

ビデオ会議ブリッジのアドホック リンクを設定
いくつかのビデオ会議ブリッジに Cisco Jabber Guest 発信者を許可するためには、固有の発信者名
が必要です。 アドホック リンクに固有識別子を追加できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[設定（Settings）] をクリックしてから [リンク（Links）] を
クリックします。

ステップ 2

[アドホック リンクの SIP エイリアスに固有識別子を追加（Append unique identifier to SIP alias for
ad-hoc links）] チェックボックスをオンにします。 固有の番号が SIP エイリアスに追加されます。
リンクをクリックするたびに、カウントが増加します。

ステップ 3

[更新（Update）] をクリックします。
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定期メンテナンスの実行
• パスワード ポリシーの変更, 19 ページ
• ログのダウンロード, 20 ページ
• 製品の使用をモニタ, 20 ページ

パスワード ポリシーの変更
パスワードポリシーをカスタマイズして、ユーザアカウントを保護することができます。カスタ
マイズの内容には、特定の複雑な要件を満たすパスワードの設定、パスワードの履歴リストのサ
イズ変更、ユーザ アカウントがロックされるまでに許可される失敗サインオンの最大数の変更な
どがあります。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[サービス（Services）] をクリックしてから、[パスワード
（Passwords）] をクリックします。

ステップ 2

次の要件を満たすようにパスワードを設定する場合は、[複雑度のチェック（Complexity check）]
チェックボックスをオンにしてください。
• パスワードは、8 文字以上でなければなりません。
• パスワードには、次の文字から 3 つを含める必要があります。
◦ 1 つ以上の大文字
◦ 1 つ以上の小文字
◦ 1 つ以上の数字
◦ 1 つ以上の記号
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ステップ 3

現在のパスワードまたは最近使用したパスワードと同じパスワードをユーザが新たに作成するの
を防ぐには、[履歴サイズ（History size）] フィールドに、記憶しているパスワードの数を入力し
ます。
たとえば、3 と入力すると、ユーザが前に使用した 3 個のパスワードが記憶されます。 ユーザが
パスワードを変更し、3 つ前までのパスワードのいずれかを再利用しようとすると、異なるパス
ワードを指定するように指示されます。

ステップ 4

試行が許可される連続サインオン回数を制限するには、[失敗サインインの最大数（Maximum failed
sign ins）] フィールドにユーザ アカウントがロックされるまでに許可されるサインインの試行数
を入力します。

ステップ 5

[更新（Update）] をクリックします。

関連トピック
ユーザ アカウントのロック解除, （8 ページ）

ログのダウンロード
ログ ファイルは、トラブルシューティングやメンテナンス用の zip アーカイブとしてダウンロー
ドできます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ログ（Logs）] をクリックします。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
• システム上のすべてのログファイルをダウンロードするには、[すべてダウンロード（Download
All）] をクリックします。 diagnosticFiles_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss.zip という zip
ファイルがダウンロードされます。
• 特定のログをダウンロードするには：
1 ログ ファイルをクリックします。
2 [現在のログをダウンロード（Download Current Log）] をクリックします。

製品の使用をモニタ
導入のニーズを決定するにあたって、製品の使用をモニタできるいくつかの方法があります。
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プラグイン ダウンロード数の表示
Cisco Jabber Guest のインストール後にダウンロードされた固有の（デバイスごとの）ブラウザの
プラグインの数を表示できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[レポート（Reports）] をクリックします。

ステップ 2

[セッション アクティビティ（Session Activity）] をクリックします。
数はリアルタイムで更新されません。リアルタイムカウントを表示するには、ページを更新する
必要があります。

現在のコールのセッション数の表示
現在のアクティブ コールのセッション数を表示できます。

（注）

リンクをクリックしたが、[コール（Call）] ボタンをクリックしていないユーザは、セッショ
ン数に含まれます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[レポート（Reports）] をクリックします。

ステップ 2

[セッション アクティビティ（Session Activity）] をクリックします。
数はリアルタイムで更新されません。リアルタイムカウントを表示するには、ページを更新する
必要があります。

コール セッション使用ログの表示
導入に必要な容量を決定するために、1 日のうちの各分でアクティブなコール セッションの数を
示す使用ログを表示できます。

手順
ステップ 1

Cisco Jabber Guest Administration で、[ログ（Logs）] をクリックします。

ステップ 2

次のどちらかを実行します。
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• システムで 1 日あたりの使用ログをすべて表示：
1 [ダウンロード（Download）] をクリックします。
diagnosticFiles_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss.zip という zip ファイルがダウンロード
されます。
2 zip ファイルを開きます。 1 日あたりの使用ログ ファイルには、それぞれ usage.log-yyyymmdd という名前が付けられます。
• 今日の使用ログを表示：
1 [Jabber ゲスト CSV（Jabber Guest Usage CSV）] をクリックします。
2 [ダウンロード（Download）] をクリックします。 usage.log という名前のファイルがダ
ウンロードされます。

ステップ 3

Microsoft Excel またはNotepad ++ など CSV 形式ファイルを開くことができるアプリケーションで
使用ログを開きます。
データが、mm/dd/yyyy hh:mm:ss, number of active call sessions の形式で表示さ
れます。
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システムのバックアップと復元
• 障害のバックアップとリカバリ, 23 ページ
• 短期のバックアップおよびリカバリ, 26 ページ

障害のバックアップとリカバリ
障害の影響を最小限に抑えるため、ダウンタイムやデータ消失を最小化する災害復旧プランを作
成する必要があります。 VMware がサポートする障害のバックアップ/リカバリ ソリューションを
使用してこれを達成するか、この項で説明するように OVA ファイルをエクスポートできます。
次は、OVA ファイルをエクスポートすることによりクラスタ内の 1 台、2 台、または 3 台すべて
のサーバをバックアップおよびリカバリするのに必要な手順の概要を提供したものです。
1 クラスタ内の各仮想マシンのメディア アクセス制御（MAC）のアドレスを記録します。 オン
サイトおよびオフサイトの場所のアドレスを保存してください。
2 OVA をエクスポートすることにより、クラスタ内の各仮想マシンをバックアップします。 オ
フサイトにエクスポートされた OVA を必ず保存してください。
3 障害が発生した場合は、エクスポートされた OVA の配置によって失われた 1 台、2 台、3 台す
べてのすべての仮想マシンをリストアします。
4 リストアした個々の仮想マシンを起動する前に、MAC アドレスを更新します。

各仮想マシンの MAC アドレスを保存
障害のバックアップとリカバリの計画の一環として、クラスタ内の各仮想マシンの MAC アドレ
スを必ず記録しておきます。 バックアップした OVA を復元した場合は、マシンを起動する前に
MAC アドレスを更新する必要があります。
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手順
ステップ 1

vSphere Client を開きます。

ステップ 2

仮想マシンを右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。

ステップ 3

[ハードウェア（Hardware）] タブで、[ネットワーク アダプタ 1（Network adapter 1）] または同等
のものを選択します。

ステップ 4

[MAC アドレス（MAC Address）] フィールドにある値を記録します。

ステップ 5

現地およびオフサイト ロケーションのアドレスを保存します。

ステップ 6

[キャンセル（Cancel）] をクリックします。

ステップ 7

クラスタ内の各仮想マシンにステップ 2 ～ 6 を繰り返します。

仮想マシンに OVA をエクスポート
障害からのリカバリに対する準備が整っていることを確認します。 OVA をエクスポートすること
により、クラスタ内の各仮想マシンを定期的にバックアップします。

手順
ステップ 1

vSphere Client を開きます。

ステップ 2

仮想マシンの電源をオフにします。
a) 仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、仮想マシンを右クリックします。
b) [電源（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。

ステップ 3

仮想マシンが選択されていることを確認し、 [ファイル（File）] > [エクスポート（Export）] > [OVF
テンプレートをエクスポート（Export OVF Template）] を選択します。

ステップ 4

ファイルに意味のある名前を入力します。

ステップ 5

ファイルを保存するディレクトリを選択します。

ステップ 6

[形式（Format）] ドロップダウン リストから、[単一ファイル(OVA)（Single file （OVA））] を選
択します。

ステップ 7

ファイルに意味のある説明を入力します。
後で復元するファイルを決定するのに役立つエクスポートの日付、バージョンと原因を追加しま
す。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

クラスタ内の各マシンに対してステップ 2 ～ 8 を繰り返します。

ステップ 10

オフサイトの場所に OVA を保存します。
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バックアップした OVA を障害後に復元
手順
ステップ 1

vSphere Client で、障害に関係する仮想マシンが仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリー
に表示されないことを確認します。

ステップ 2

仮想マシンが仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーに表示されている場合は、この仮
想マシンの電源を切り、削除します。
a) 仮想マシンを右クリックします。
b) [電源（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。
c) 仮想マシンを右クリックし、[ディスクから削除（Delete from Disk）] をクリックします。

ステップ 3

仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、バックアップした OVA を展開する場所を
選択します。

ステップ 4

[ファイル（File）] > [OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）] を選択します。

ステップ 5

[発信元（Source）] 画面で、OVA パッケージの場所を参照して、[次へ（Next）] をクリックしま
す。

ステップ 6

[OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] 画面の詳細を確認し、[次へ（Next）] をクリッ
クします。

ステップ 7

[名前と場所（Name and Location）] 画面でテンプレートの名前を入力し、ロケーションを選択し
て、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ホスト/クラスタ（Host/Cluster）] 画面で、テンプレートを実行する場所を選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 9

[ストレージ（Storage）] 画面で、仮想マシン ファイルを保管する場所を選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 10

[ディスク形式（Disk Format）] 画面で、仮想ディスクを保存する形式を選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 11

[ネットワーキング マッピング（Networking Mapping）] 画面で、OVA 導入の適切な宛先ネット
ワークを選択して、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 12

[プロパティ（Properties）] 画面で、ネットワークに適切なプロパティを入力し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 13

[完了の準備完了（Ready to Complete）] 画面で、[展開後に電源をオン（Power on after deployment）]
チェックボックスがオンになっていないことを確認します
重要
仮想マシンを起動する前に、MAC アドレスを更新しなければなりませ
ん。

ステップ 14

[終了（Finish）] をクリックします。

ステップ 15

復元する必要があるクラスタ内の各仮想マシンに対してステップ 1 から 14 を繰り返してくださ
い。
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システムのバックアップと復元
各仮想マシンの MAC アドレスを更新

関連トピック
各仮想マシンの MAC アドレスを更新, （26 ページ）

各仮想マシンの MAC アドレスを更新
バックアップした OVA を復元した後は、仮想マシンを起動する前に MAC アドレスを更新しなけ
ればなりません。

手順
ステップ 1

vSphere Client を開きます。

ステップ 2

復元された仮想マシンを右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。

ステップ 3

[ハードウェア（Hardware）] タブで、[ネットワーク アダプタ 1（Network adapter 1）] または同等
のものを選択します。

ステップ 4

[MAC アドレス（MAC Address）] フィールドで、[手動（Manual）] を選択します。

ステップ 5

[MAC アドレス（MAC Address）] フィールドに、自分が障害のバックアップとリカバリの計画の
一部として記録した仮想マシンの MAC アドレスを入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

仮想マシンを再起動します。
a) 仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、仮想マシンを右クリックします。
b) [電源（Power）] > [ゲストをリスタート（Restart Guest）] を選択します。

ステップ 8

復元する必要があるクラスタ内の各仮想マシンに対してステップ 2 から 7 を繰り返してください。

ステップ 9

クラスタ内の 1 台か 2 台だけのサーバを復元した場合は、常に稼働状態だったサーバで Tomcat を
再起動しなければなりません。
service tomcat-as-standalone.sh restart

ステップ 10

クラスタ内の 3 台のサーバをすべて復元した場合は、復元された各仮想マシンの再起動が完了し
た後に、クラスタ内の 3 台の仮想マシンをすべて再起動します。

短期のバックアップおよびリカバリ
データを短期にバックアップ
スナップショットの取得によってデータを定期的にバックアップすることを推奨します。 これら
の短期的なバックアップにより、以前の時間からデータをリカバリすることができます。
バックアップの作成により、仮想マシンの全ステータスをキャプチャします。 マシンの電源がオ
ン、オフ、または一時停止のときに、仮想マシンをバックアップできます。
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重要

アップグレードする前に、サーバ クラスタを必ずバックアップしてください。

手順
ステップ 1

vSphere Client を開きます。

ステップ 2

仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、仮想マシンを右クリックしてから、[スナッ
プショット（Snapshot）] [スナップショットを作成（Take Snapshot）] を選択してください。 >

ステップ 3

スナップショットのわかりやすい名前を入力します。

ステップ 4

スナップショットのわかりやすい説明を入力します。
重要
日時または説明を追加すると、復元するスナップショットを特定するのに役立ちま
す。

ステップ 5

スナップショットに仮想マシンのメモリを含めるかどうかを選択します。 スナップショットがメ
モリ ステータスを含む場合、仮想マシンはスナップショットを作成したときと同じ電源ステータ
スになります。
表 3：仮想マシンのステータス

親スナップショットを作成するときの仮想マシ 復元後の仮想マシンのステータス
ンのステータス
電源がオンになっています（メモリが含まれま 親スナップショットに復帰し、仮想マシンの電
す）。
源がオンになっており、稼動しています。
電源がオンになっています（メモリを含みませ 親スナップショットに復帰し、仮想マシンの電
ん）。
源がオフになっています。
電源がオフになっています（メモリを含みませ 親スナップショットに復帰し、仮想マシンの電
ん）。
源がオフになっています。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
スナップショットを作成するのに数分かかります。 スナップショットが作成されたとき、[最新の
タスク（Recent Tasks）] リストで、[仮想マシンのスナップショットを作成（Create virtual machine
snapshot）] タスク ステータスに [完了（Completed）] と表示されます。

ステップ 7

クラスタ内の仮想マシンをバックアップするには、ステップ 2 から 6 を繰り返します。

以前の時間からデータを復元
スナップショットを次の方法で復元できます。
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• 現在のスナップショットに復帰 - 最新のスナップショットである親スナップショットを復元
します。
• 移動 - スナップショット ツリーの任意のスナップショットを復元し、そのスナップショット
を仮想マシンの現在のステータスの親スナップショットにすることができます。
スナップショットを復元することには、次のような効果があります。
• 現在のディスクおよびメモリのステータスは破棄され、仮想マシンは復元するスナップショッ
トのディスクとメモリ ステータスに復帰します。 スナップショットでキャプチャされてい
ないあらゆるユーザとリンクは廃棄されます。
• 既存のスナップショットは削除されません。 これらのスナップショットはいつでも復元でき
ます。
• スナップショットがメモリ ステータスを含む場合、仮想マシンはスナップショットを作成し
たときと同じ電源ステータスになります。

重要

バージョンが混在するクラスタは、アップグレードまたは復帰メンテナンスの時間帯以外では
サポートされていません。

手順
ステップ 1

vSphere Client を開きます。

ステップ 2

クラスタ内の各仮想サーバをバックアップしていることを確認します。

ステップ 3

クラスタ内の各仮想マシンをシャットダウンします。
a) 仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、仮想マシンを選択します。
b) [はじめに（Getting Started）] タブで、[仮想マシンをシャットダウン（Shut down the virtual
machine）] をクリックします。

ステップ 4

仮想マシンとテンプレートのインベントリ ツリーで、仮想マシンを右クリックしてから、[スナッ
プショット（Snapshot）] を指し示してください。

ステップ 5

スナップショットを復元します。
• 最新のスナップショットに復帰するには、[現在のスナップショットに復帰（Revert to Current
Snapshot）] をクリックします。
• スナップショット ツリーの別のスナップショットへ復元するには、以下の操作を実行しま
す。
1 [スナップショットを管理（Manage Snapshot）] をクリックします。
2 スナップショットのリストから、復元するスナップショットをクリックします。
3 スナップショットに仮想マシンを復元するには、[移動（Go to）] をクリックします。
4 確認ダイアログボックスで [はい（Yes）] をクリックします。
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スナップショットが復元されると、[最新のタスク（Recent Tasks）] リストで、[復帰（Revert）]
タスクのステータスに [完了（Completed）] と表示されます。
ステップ 6

クラスタ内の他の仮想マシンを復元する場合、ステップ 4 と 5 を繰り返します。

ステップ 7

Cisco Jabber Guest Administration に管理者としてサインインすることにより、クラスタが正しく復
元されたことを確認します。
復元後の Cisco Jabber Guest バージョン番号が画面の下部に表示されます。

ステップ 8

必要なすべてのユーザとリンクが表示されていることを確認します。
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• chip.log ファイルを探す, 31 ページ
• chip.dmp のファイルを探す, 32 ページ
• Cisco Jabber Guest Administration 用の管理者パスワードをリセット, 32 ページ
• Cisco Jabber Guest サーバの root パスワードをリセット, 32 ページ

chip.log ファイルを探す
chip.log ファイルを送信するように要求された場合は、次の手順を使用します。

手順
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
• Windows の場合、%HOMEPATH%\Appdata\LocalLow\Cisco\chip に移動します。
（注）

%HOMEPATH% は通常 C:\Users\username の形式になりま
す。

• Mac OS X の場合は、~/Library/"Internet Plug-Ins"/"Cisco Jabber Guest
Plug-in.version-number.plugin"/Contents/Frameworks/Logs に移動します。
• Mac OS X 上の Chrome の場合は、~/Applications/"Cisco Jabber Guest
Add-on.version-number"/Contents/Frameworks/Logs に移動します。
ステップ 2

ファイルを圧縮し、要求元に電子メールで送り返します。
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chip.dmp のファイルを探す
プラグインがクラッシュすると、chip.dmp という名前のダンプ ファイルが作成されます。 現
在、このファイルは Microsoft Windows のプラグイン クラッシュ時にだけ作成されます。 chip.dmp
ファイルを送信するように求められた場合は次の手順に従います。

手順
ステップ 1

%HOMEPATH%\Appdata\LocalLow\Cisco\chip に移動します。
（注）
%HOMEPATH% は通常 C:\Users\username の形式になります。

ステップ 2

ファイルを圧縮し、要求元に電子メールで送り返します。

Cisco Jabber Guest Administration 用の管理者パスワードを
リセット
手順
ステップ 1

root としてサーバにサインインします。

ステップ 2

ディレクトリを /opt/cisco/webcommon/scripts に変更します。
cd /opt/cisco/webcommon/scripts

ステップ 3

次のコマンドを入力します。
python mongo_admin_reset.py

パスワードは、デフォルト値である jabbercserver にリセットされます。

Cisco Jabber Guest サーバの root パスワードをリセット
Cisco Jabber Guest サーバの root パスワードを忘れた場合は、CentOS 6 のマニュアルに記載されて
いるパスワードのリセット手順を参照してください。

Cisco Jabber Guest 10.5 アドミニストレーション ガイド
32

