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7
Cisco Unity Connection 7.x サーバの
名前の変更

この章は、次の項で構成されています。

• Connection クラスタが設定されていない単一の 7.x サーバの名前の変更（P.7-2）

• Connection クラスタ内の 7.x パブリッシャ サーバの名前の変更（P.7-4）

• Connection クラスタ内の 7.x サブスクライバ サーバの名前の変更（P.7-6）
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Connection クラスタが設定されていない単一の 7.x サーバの名前の変
更

クラスタが設定されていない単一の Connection サーバのホスト名を変更するには、次の手順を実行

します。

Connection クラスタが設定されていない単一の 7.x サーバの名前を変更する

ステップ 1 デジタル ネットワーキングが設定されている場合は、サーバをデジタル ネットワークから削除し

ます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html にあ

る『Cisco Unity Connection システムアドミニストレーションガイド Release 7.x』の「デジタル ネッ

トワークの使用方法」の章を参照してください。

注意 サーバをデジタル ネットワークに再度追加する作業には、時間がかかる場合があります。
この手順を開始する前に、サーバをデジタル ネットワークに再度追加するための作業に
ついて十分に理解しておいてください。 

ステップ 2 DNS サーバで、Connection サーバの DNS レコードを新しいホスト名に変更します。

ステップ 3 DNS の変更がサーバに反映されることを確認します。SSH アプリケーションを使用してサーバにロ

グオンし、次の CLI コマンドを実行します。

utils network host <hostname>

新しいホスト名が正しい IP アドレスに解決された場合にのみ、手順を続行してください。

ステップ 4 Connection サーバ上の Cisco Unity Connection の管理で、次の手順に従って、SMTP ドメインを変更

します。

a. ［システム設定（System Settings）］>［SMTP の設定（SMTP Configuration）］の順に展開し、

［サーバ（Server）］をクリックします。

b. ［SMTP ドメインの変更（Change SMTP Domain）］をクリックし、［SMTP ドメイン（SMTP
Domain）］フィールドの値を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 5 Connection の管理で、次の手順に従って、サーバのホスト名を変更します。

a. ［システム設定（System Settings）］を展開し、［クラスタ（Cluster）］をクリックします。

b. ［検索（Find）］をクリックして、サーバのリストを表示します。

c. 名前を変更するサーバのホスト名をクリックします。

d. ［サーバの設定（Server Configuration）］ページで、［ホスト名 /IP アドレス（Host Name/IP
Address）］フィールドの値を新しい名前に変更します。

e. ［保存（Save）］をクリックします。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html
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ステップ 6 Cisco Unified オペレーティング システムの管理で、次の手順に従って、サーバのホスト名を変更し

ます。

a. ［設定（Settings）］メニューで、［IP］>［イーサネット（Ethernet）］をクリックします。

b. Connection サーバのホスト名を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。サーバが自動的に再起動します。

ステップ 7 SSH アプリケーションを使用してサーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行してサーバを再起

動します。

utils system restart

ステップ 8 サーバの名前を変更する前にサーバがデジタル ネットワークに属していた場合は、サーバをデジタ

ル ネットワークに再度追加します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html にあ

る『Cisco Unity Connection システムアドミニストレーションガイド Release 7.x』の「デジタル ネッ

トワークの使用方法」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html
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Connection クラスタ内の 7.x パブリッシャ サーバの名前の変更
Connection クラスタ内のパブリッシャ サーバのホスト名を変更するには、次の手順を実行します。

Connection クラスタ内の 7.x パブリッシャ サーバの名前を変更する

ステップ 1 デジタル ネットワーキングが設定されている場合は、サーバをデジタル ネットワークから削除し

ます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html にあ

る『Cisco Unity Connection システムアドミニストレーションガイド Release 7.x』の「デジタル ネッ

トワークの使用方法」の章を参照してください。

注意 サーバをデジタル ネットワークに再度追加する作業には、時間がかかる場合があります。
この手順を開始する前に、サーバをデジタル ネットワークに再度追加するための作業に
ついて十分に理解しておいてください。 

ステップ 2 DNS サーバで、パブリッシャ サーバの DNS レコードを新しいホスト名に変更します。

ステップ 3 DNS の変更がパブリッシャ サーバに反映されることを確認します。SSH アプリケーションを使用

してパブリッシャ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行します。

utils network host <hostname>

新しいホスト名が正しい IP アドレスに解決された場合にのみ、手順を続行してください。

ステップ 4 サブスクライバ サーバで、ステップ 3 を繰り返します。

ステップ 5 パブリッシャ サーバ上の Cisco Unity Connection の管理で、次の手順に従って、SMTP ドメインを変

更します。

a. ［システム設定（System Settings）］>［SMTP の設定（SMTP Configuration）］の順に展開し、

［サーバ（Server）］をクリックします。

b. ［SMTP ドメインの変更（Change SMTP Domain）］をクリックし、［SMTP ドメイン（SMTP
Domain）］フィールドの値を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。

ステップ 6 パブリッシャ サーバ上の Connection の管理で、次の手順に従って、パブリッシャ サーバのホスト

名を変更します。

a. ［システム設定（System Settings）］を展開し、［クラスタ（Cluster）］をクリックします。

b. ［検索（Find）］をクリックして、サーバのリストを表示します。

c. 名前を変更するサーバのホスト名をクリックします。

d. ［サーバの設定（Server Configuration）］ページで、［ホスト名 /IP アドレス（Host Name/IP
Address）］フィールドの値を新しい名前に変更します。

e. ［保存（Save）］をクリックします。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html
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ステップ 7 サブスクライバ サーバで、次の手順に従って、サブスクライバ サーバにおけるパブリッシャ サー

バの識別名を変更します。

a. Cisco Unified オペレーティング システムの管理で、［IP］>［パブリッシャ（Publisher）］をク

リックします。

b. パブリッシャ サーバのホスト名を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。

d. SSH アプリケーションを使用してサブスクライバ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実

行してサーバを再起動します。

utils system restart

ステップ 8 パブリッシャ サーバ上の Cisco Unified オペレーティング システムの管理で、次の手順に従って、パ

ブリッシャ サーバの名前を変更します。

a. ［設定（Settings）］メニューで、［IP］>［イーサネット（Ethernet）］をクリックします。

b. パブリッシャ サーバのホスト名を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。パブリッシャ サーバが自動的に再起動します。

d. パブリッシャ サーバが完全に再起動するまで待機します。パブリッシャ サーバで Connection の

管理にログオンできる状態になったら、ステップ 9 に進みます。

ステップ 9 SSH アプリケーションを使用してサブスクライバ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行

してサーバを再起動します。

utils system restart

ステップ 10 サブスクライバ サーバが完全に再起動するまで待機します。サブスクライバ サーバで 

Connection の管理にログオンできる状態になったら、ステップ 11 に進みます。

ステップ 11 パブリッシャ サーバで、次の CLI コマンドを実行して複製をリセットします。

utils dbreplication reset all

ステップ 12 サーバの名前を変更する前にサーバがデジタル ネットワークに属していた場合は、サーバをデジタ

ル ネットワークに再度追加します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html にあ

る『Cisco Unity Connection システムアドミニストレーションガイド Release 7.x』の「デジタル ネッ

トワークの使用方法」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/administration/guide/7xcucsagx.html
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Connection クラスタ内の 7.x サブスクライバ サーバの名前の変更
Connection クラスタ内のサブスクライバ サーバのホスト名を変更するには、次の手順を実行します。

Connection クラスタ内の 7.x サブスクライバ サーバの名前を変更する

ステップ 1 DNS サーバで、サブスクライバ サーバの DNS レコードを新しいホスト名に変更します。

ステップ 2 DNS の変更がパブリッシャ サーバに反映されることを確認します。SSH アプリケーションを使用

してパブリッシャ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行します。

utils network host <hostname>

新しいホスト名が正しい IP アドレスに解決された場合にのみ、手順を続行してください。

ステップ 3 サブスクライバ サーバで、ステップ 2 を繰り返します。

ステップ 4 パブリッシャ サーバで、次の手順に従って、パブリッシャ サーバにおけるサブスクライバ サーバ

の識別名を変更します。

a. Cisco Unity Connection の管理で、［システム設定（System Settings）］を展開し、［クラスタ

（Cluster）］をクリックします。

b. ［検索（Find）］をクリックして、サーバのリストを表示します。

c. サブスクライバ サーバのホスト名をクリックします。

d. ［サーバの設定（Server Configuration）］ページで、［ホスト名 /IP アドレス（Host Name/IP
Address）］フィールドの値を新しい名前に変更します。

ステップ 5 サブスクライバ サーバ上の Cisco Unified オペレーティング システムの管理で、次の手順に従って、

サブスクライバ サーバの名前を変更します。

a. ［設定（Settings）］メニューで、［IP］>［イーサネット（Ethernet）］をクリックします。

b. パブリッシャ サーバのホスト名を変更します。

c. ［保存（Save）］をクリックします。サブスクライバ サーバが自動的に再起動します。

ステップ 6 SSH アプリケーションを使用してパブリッシャ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行し

てサーバを再起動します。

utils system restart

ステップ 7 パブリッシャ サーバで、次の CLI コマンドを実行して複製をリセットします。

utils dbreplication reset all

ステップ 8 SSH アプリケーションを使用してパブリッシャ サーバにログオンし、次の CLI コマンドを実行し

てサーバをもう一度再起動します。

utils system restart
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