
ハイブリッドメッセージサービスの管理

•ハイブリッドメッセージサービス Expressway上のステータス（1ページ）
•ハイアベイラビリティとフェールオーバー（4ページ）
•ユニファイド CM IM and Presenceノードへの接続の更新（5ページ）
•ハイブリッドメッセージサービスのトラブルシューティング（6ページ）

ハイブリッドメッセージサービスExpressway上のステー
タス

各 Expresswayコネクタホストはハイブリッドメッセージサービス導入環境の一部を有効に
して、その部分のステータス情報のみを表示します。特定の Expresswayが問題の影響を受け
ている、または問題の原因となっていることが分かっている場合は、このことが役立ちます。

サービスステータスの全般的な概要を調べるには、制御ハブでハイブリッドメッセージサー

ビス導入環境を開きます。

ステータス情報ページは、[アプリケーション（Applications）]> [ハイブリッドサービス（Hybrid
Services）] > [メッセージサービス（Message Service）] > [メッセージサービスのステータス
（Message Service Status）]にあります。表示される情報は、次のカテゴリに分類されます。

•への接続性 Cisco Webex

•ユーザおよびユーザ統計

• IMおよびプレゼンスサービス インフラストラクチャへの接続

ステータスページとこの参照トピックは、ステータス項目がサービスに与える影響のレベルで

順序付けられています。

への接続性 Cisco Webex

このステータスが [動作中（Operational）]以外として示されている場合、この Expresswayと
CiscoWebexの間に問題があります。問題はExpresswayにある可能性（[ステータス（Status）]>
[アラーム（Alarms）]を確認）、サービスにある可能性（status.ciscospark.comを確認）、また
はこの2つの間のネットワークにある可能性があります（プロキシを使用している場合はプロ
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キシを調べます。ファイアウォールがアウトバウンド HTTPS接続を許可していることを確認
します。また、ネットワーク診断ツールを使用してルートが存在するかどうかを確認します）。

メッセージサービスの合計ユーザ数（Message Service User Totals）（この Expressway）

ステータスページのこの部分には、この Expresswayクラスタに既知となっているユーザの合
計数が示されます。この数値は、このコネクタホストクラスタ全体で共通しています。クラス

タ内のすべてのノードは（パブリッシャアドレスとアカウントの詳細を入力した）ハイブリッ

ドメッセージサービスの構成を共有するためです。

[接続されている IM and Presenceクラスタのユーザ数（Users from connected IM and Presence
clusters）]には、直接接続されたインフラストラクチャからコネクタが収集するユーザの数が
示されます。IMおよびプレゼンスサービス これらのユーザは、この Expresswayクラスタの
プライマリノードで詳細を入力したパブリッシャを使用する IMandPresenceクラスタを「ホー
ム」としています（つまり、このクラスタの「ローカル」ユーザです）。

この数値を区別する必要があるのは、コネクタがこれらのパブリッシャに対して AXLクエリ
を実行すると、パブリッシャが認識しているすべてのユーザの数が返されるためです。この数

値には、クエリ対象のパブリッシャが認識する「クラスタ間」のユーザも含まれます。これ

は、ICSA（Intercluster Sync Agent）が複数の IM and Presenceクラスタにわたって機能するため
です。

この数値は、このコネクタホストクラスタを介してサービスを使用する可能性のある論理上の

最大ユーザ数です。実際には、移行計画の一部として、それよりも少ないユーザを有効にする

ことになるはずです。

[すべての IM and Presenceクラスタ（ICSA）のユーザ数（Users from all IM and Presence
clusters (ICSA)）]には、コネクタ構成に追加したパブリッシャと（ICSAによって）同期され
るすべての IM and Presenceクラスタで認識されているユーザの数が示されます。この数値に
は、ローカルユーザの数（このセクションの上述の数値）が含まれます。したがって、この 2
つの数値を見ると、たとえば直接接続された IMandPresenceクラスタをホームとするユーザ数
が 300で、複数の IM and Presenceクラスタの間で同期されるユーザ数が 1000の場合、1000の
うちの 300がローカルユーザであると考えられます。

これらの数値間の関係を基に、メッセージサービス導入環境を検証またはトラブルシューティ

ングすることができます。たとえば、同期されるユーザの数は 1000のはずなのに合計がそれ
よりも少ない場合、Intercluster Sync Agentで問題が発生していることが考えられます。1つの
クラスタだけを使用している場合、またはすべての IMandPresenceパブリッシャがこのコネク
タ上に構成されている場合は、2つの数値が同じになるはずです。両方の数値が 0となってい
る場合、AXLクエリまたはメッセージコネクタの構成に問題があることを示している可能性
があります。

[ハイブリッドメッセージサービスが有効にされているユーザ数（Users Enabled for Hybrid
Message Service）]には、がこの特定の Expresswayクラスタに割り当てている対応のユーザの
数が示されます。Cisco Webexハイブリッドメッセージサービス通常、この数値は [接続され
ている IM and Presenceクラスタのユーザ数（Users from connected IM and Presence clusters）]よ
りも小さくなります。
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制御ハブでユーザにメッセージサービスの利用資格を付与すると、クラウドはコネクタホスト

と通信して、それらのユーザについて認識しているコネクタを判別します。クラウドは判別し

たコネクタの間で均等になるようにユーザを割り当てます。

[アクティブなメッセージサービスユーザ数（Active Message Service Users）]には、現在ハイ
ブリッドメッセージサービスを使用している有効なユーザの数が示されます。ユーザがアク

ティブであるとみなされるのは、現時点までの 24時間以内に Cisco Webex Teamsを使用して
Cisco Jabberに対するメッセージの読み取り/書き込みを行った場合です。この数値は、[ハイブ
リッドメッセージサービスが有効にされているユーザ数（Users Enabled for Hybrid Message
Service）]のパーセンテージとしても示されます。

[24時間以上アクティブになっていないユーザ数（Users not Active for 24 Hours or more）]に
は、現在ハイブリッドメッセージサービスを使用していない有効なユーザの数が示されま

す。つまり、現時点までの 24時間以内に Cisco Webex Teamsを使用して Jabberに対するメッ
セージの読み取り/書き込みを行わなかったユーザの数です。コネクタはこの特性に基づき、
非アクティブなユーザが保持するすべてのセッションを削除してパフォーマンスを向上させま

す。導入環境全体での一般的な使用状況では、（休日などで）非アクティブなユーザもある程

度いると想定できますが、通常は非アクティブなユーザ数はアクティブなユーザ数より少ない

はずです。この数値は、[ハイブリッドメッセージサービスが有効にされているユーザ数（Users
Enabled for Hybrid Message Service）]のパーセンテージとしても示されます。

メッセージサービスのステータス（Message Service Status）（IM and Presenceノード）

ステータスページのこのセクションでは、直接接続された IMandPresenceノードとのコネクタ
の関係に関する情報が提供されます。

IM and Presenceパブリッシャ（構成時に入力したアドレス）ごとに、少なくとも 1つのノード
（それ自体）が検出されます。検出される可能性のあるノードは合計で最大 6つです。

各 IMおよびプレゼンスサービスクラスタの各ノードについて、次のステータス情報が表示さ
れます。

• [ノードバージョン（NodeVersion）]は、その特定のノードから報告された IMおよびプレ
ゼンスサービス ソフトウェアバージョンです。

• [ノードのステータス（NodeStatus）]は、[動作中（Operational）]でなければなりません。
[停止（Outage）]のステータスは、その IMおよびプレゼンスサービスノードまたはその
ノードとの接続に問題があることを示します。

• [証明書の検証（Certificate validation）]は、このノードのパブリッシャに接続したときに
選択した内容に応じて、オンまたはオフのいずれかになります。[オン（On）]（デフォル
ト）の場合、Expresswayがこのノードによって提示された証明書を検証できなければ、ハ
イブリッドメッセージサービスは機能しません。

• [このノードのメッセージサービスユーザ数（Message Service Users from this Node）]に
は、このコネクタに割り当てられていて、この IMおよびプレゼンスサービス ノードを
ホームとしているハイブリッドメッセージサービス対応のユーザの数が示されます。ペー

ジの先頭近くに示される、メッセージサービスが有効にされているユーザの合計数には、

このステータスページにリストされる各 IMおよびプレゼンスサービスノードが含まれて
います。
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• [アクティブなメッセージサービスユーザ数（Active Message Service Users）]には、現在
ハイブリッドメッセージサービスを使用していて、この IMおよびプレゼンスサービス
ノードをホームとする有効なユーザの数が示されます。ページの先頭近くに示される、ア

クティブなメッセージサービスユーザの合計数には、このステータスページにリストされ

る各 IMおよびプレゼンスサービス ノードが含まれています。

• [24時間以上アクティブになっていないユーザ数（Users not Active for 24 Hours ormore）]
には、現在ハイブリッドメッセージサービスを使用していない、この IMおよびプレゼ
ンスサービスノードをホームとしている有効なユーザの数が示されます。ページの先頭近

くに示される、24時間以上アクティブでないユーザの合計数には、このステータスページ
にリストされる各 IMおよびプレゼンスサービス ノードが含まれています。

ハイアベイラビリティとフェールオーバー

メッセージコネクタノードの制御された停止

メッセージコネクタをホストしている Expresswayノードでメンテナンスを開始する前に、
Control Hubでノードをメンテナンスモードに切り替える必要があります。これにより、Cisco
Webexによりそのノードからクラスタ内の残りのノードにユーザが移動されるので、メンテナ
ンスを開始できます。

Cisco Webexは、Expressway自体のメンテナンスモードを認識しません。このようにして
Expresswayのサービスを停止すると、Cisco Webexにはそのコネクタが制御外で停止したかの
ように見えます。

プレゼンス冗長グループの高可用性設定

メッセージサービスコネクタは高可用性設定を認識します。したがって、IMandPresenceノー
ドでの手動または自動フェールオーバーとフォールバックイベントに応答することができま

す。

グループのノードがメッセージサービスに参加しているときに、そのグループの高可用性設定

（オンまたはオフのいずれか）を変更した場合、ノードに関連付けられている Expressway上
のコネクタを再起動する必要があります。

IM and Presence構成について詳しくは、https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/
unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/
200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.htmlを参照してください。

IMおよびプレゼンスサービスノードの制御された停止

IMおよびプレゼンスサービスノードのメンテナンスを開始する前に、そのノードでのセッショ
ンをプレゼンス冗長グループ内の他のノードに手動でフェールオーバーする必要があります。

プレゼンス冗長グループ内のいずれかの IMandPresenceノードに手動でフェールオーバーする
と、ユーザセッションが送信元ノードからのそのノードに移行します。Expresswayのメッセー
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ジサービスのステータスページには、送信元ノードのステータスが [停止（Outage）]として報
告されますが、ユーザはそのノードに割り当てられたままの状態で示されます。

メッセージコネクタがターゲット IMおよびプレゼンスサービスノードで新しいセッションを
作成するときは、レート制限が適用されます。コネクタがユーザを他のノードに移行し始める

までには最大15分かかる場合があります。その後、ターゲットノードが過負荷にならないレー
トで移行を進めます。たとえば、5,000のユーザセッションがフェールオーバーする場合、制
御された停止が開始されてからサービスが安定するまでには約 30分かかることが見込まれま
す。

移行プロセスが完了するまで待機した後、IMおよびプレゼンスサービスノードでメンテナン
スを開始できます。メンテナンスが完了したら、手動で元のノードにセッションをフォール

バックできます。フォールバックの場合も、完了するまでには同様の待機時間が見込まれま

す。

制御外の停止

ハイブリッドメッセージサービスは、IMおよびプレゼンスサービスノードの予期しない障害
に自動的に応答します。

制御された停止の場合と同じく、メッセージコネクタが残りの IMおよびプレゼンスサービス
ノードで新しいセッションを作成するときに、レート制限が適用されます。コネクタがユーザ

を他のノードに移行し始めるまでには最大 15分かかる場合があります。その後、ターゲット
ノードが過負荷にならないレートで移行を進めます。たとえば、5,000のユーザセッションが
フェールオーバーする場合、IM and Presenceノードのいずれかで予期しない障害が発生した
後、サービスが安定するまでには約 30分かかることが見込まれます。

このサービスは、他の制御外の停止に対して堅牢ではありません。こうした停止には以下が含

まれますが、これらに限定されることはありません。

• Expresswayの予期しない障害。

•メッセージコネクタの予期しない障害。

•ハイブリッドメッセージサービスが依存する IM and Presenceサービスの予期しない障害
（XCP、AXL、プレゼンスエンジンなど）。

ユニファイド CM IM and Presenceノードへの接続の更新
メッセージコネクタは IM and Presenceパブリッシャに対する AXLコールを使用して、そのク
ラスタ内のノードを検出します。これは静的な設定であり、IM and Presenceクラスタを変更し
た場合、メッセージコネクタは動的にその変更に適応しません。たとえば、ノードを追加また

は削除した場合です。

AXLサービスが IMandPresenceノードで実行されていないと、メッセージコネクタはそのノー
ドを検出できません。したがって、導入環境で何らかの障害が発生した場合、メッセージコネ

クタが起動するまでノードが稼働状態に戻らなかったり、AXLサービスが再起動しなかった
りする可能性があります。
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メッセージコネクタが IMandPresenceノードの一部を検出していない場合は、メッセージコネ
クタを再起動して強制的に再検出させることができます。

手順

ステップ 1 メッセージコネクタ Expresswayクラスタのプライマリピアにサインインし、[アプリケーショ
ン（Applications）] >ハイブリッドサービス > [コネクタ管理（Connector Management）]に
移動します。

ステップ 2 [メッセージコネクタ（Message Connector）]をクリックします。

ステップ 3 [アクティブ（Active）]ドロップダウンリストから [無効（Disabled）]を選択します。

ステップ 4 [保存(Save)]をクリックします。

コネクタが停止します。

ステップ 5 [アクティブ(Active)]ドロップダウンリストから [有効(Enabled)]を選択します。

ステップ 6 [保存(Save)]をクリックします。

コネクタが起動して、ステータスが [実行中（Running）]に変わります。

ハイブリッドメッセージサービスのトラブルシューティ

ング

Cisco Webex Status

すべてのユーザが問題の影響を受けている場合、最初に確認すべきことはハイブリッドメッ

セージサービスが動作しているかどうかです。

1. https://status.ciscospark.com/を参照します

.
2. ステータスを確認するには、[Webexハイブリッドサービス（Webex Hybrid Services） >

[メッセージサービス（Message Service）]を展開します。

ハイブリッドメッセージサービスのステータスが [動作中（Operational）]でない場合、
シスコがその修正を試みています。

サービスのアクティベーション

https://admin.webex.comにサインインします。

•組織のハイブリッドメッセージサービスカードはありますか。

ハイブリッドメッセージサービスの管理
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ユーザアクティベーション

制御ハブで、ユーザのアクティベーションの問題がないか確認します。

1. https://admin.webex.comにサインインします。

2. [ユーザ（Users）]をクリックし、対象のユーザを見つけます。

[ステータス（Status）]を基準にリストをソートできます。

3. ユーザ名(username)をクリックして、そのユーザの構成を開きます。

[メッセージサービス（Message Service）]リンクがない場合は、ユーザをにオンボードす
る必要があります。ハイブリッドメッセージサービス

4. [メッセージサービス（Message Service）]をクリックします。

スライダはオン（右の位置）になっていなければなりません。表示されていない場合はオ

ンにスライドして保存します。ユーザのステータスが数秒間 [保留中（Pending）]になって
から [アクティブ（Active）]になります。

5. ユーザステータスが [エラー（Error）]の場合は、メッセージを確認します。また、[履歴
を表示（Seehistory）]をクリックして、このユーザのアクティベーションを妨げている問
題に関する詳細情報を取得します。

6. アクティベーションを妨げている問題を修正してから、ユーザに戻って [ユーザの再アク
ティブ化（Reactivate User）]をクリックします。

それでもユーザステータスが [アクティブ（Active）]にならない場合は、ケースをオープ
ンする必要があります。

コネクタのステータス

ハイブリッドメッセージサービスがすべてのユーザまたはその大部分に対して機能していな

い場合、Expresswayでメッセージコネクタのステータスを確認する必要があります。

1. ハイブリッドメッセージサービス用に登録して構成したクラスタのプライマリピアにサ
インインします。

2. [アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [コネ
クタ管理（Connector Management）]に移動します。

•管理コネクタは実行中ですか。

•メッセージコネクタは実行中ですか。

3. [アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid Services）] > [メッ
セージサービス（MessageService）]> [メッセージサービスのステータス（MessageService
Status）]に移動します。

4. ページで Expresswayと構成済みの IMおよびプレゼンスサービス ノードとの間にエラー
がないかどうかを確認します。

ハイブリッドメッセージサービスの管理
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ステータスは [動作中（Operational）]になっていなければなりません。ユーザがオンプレ
ミスで割り当てられ、クラウドに登録されている必要があります。ユーザがハイブリッド

メッセージサービスを使用している場合は、ユーザの一部がアクティブなセッションを

行っているはずです。

Expresswayで IMおよびプレゼンスサービス ノードの構成を確認します。

1. Expresswayで、[アプリケーション（Applications）] > [ハイブリッドサービス（Hybrid
Services）] > [メッセージサービス（Message Service）] > [メッセージサービスの構成
（Message Service Configuration）]に移動します。

2. リストされているノードを確認します。[アクティブ（Active）]になっていないステータ
スエントリがあるかどうかを確認します。

IM and Presenceノードがアップグレードされた後、Expresswayで IM and Presenceノードのソフ
トウェアバージョンが正常に同期されていない場合に発生する既知の問題があります。メッ

セージコネクタではどのような目的でもバージョン情報が使用されないため、これは単なる表

面的な問題です。IM and Presenceバージョンを同期するには、メッセージコネクタを再起動し
ます。この問題は、メッセージコネクタの今後のリリースで修正する予定です。

（注）

3. 該当するノードをすべて削除します。

4. 削除したノードを再作成します。必ずアドレス、ユーザ名およびパスワードを正しく入力
してから、構成を保存してください。

ステータスが改善されない場合は、おそらく IMおよびプレゼンスサービス ノードに構成
または接続の問題があります。

IMおよびプレゼンスサービス チェック

•調査対象のユーザは、ハイブリッドメッセージサービスで使用されているのと同じ IM
およびプレゼンスサービス クラスタをホームとしていますか。

•メッセージコネクタアカウントにAXLロールが割り当てられていますか。アカウントの
ユーザ名とパスワードは、メッセージコネクタで入力したものと同じですか。

•ユーザは、Control Hubで「重複メール ID」エラーによりエラー状態となっています。こ
れらのユーザは、おそらく複数の IMandPresenceクラスタをホームとしています。この状
況は、ユーザを Active Directoryから IM and Presenceにインポートする方法によって発生
する場合があります。ユーザが複数の IMandPresenceクラスタをホームにすることはでき
ません。IM and Presenceのトラブルシュータを実行して、重複するユーザアカウントの有
無を確認し、存在する場合は修正します。

• IMおよびプレゼンスサービス ノードは Cisco AXL Webサービスを実行していますか。
[Cisco Unified IM and Presenceサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence
Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [サービスの開始（Service Activation）]に移動して
確認します。
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ユーザごとのチェック項目

1人または 2人のユーザが問題の影響を受けている場合は、次の点を確認します。

•ユーザにハイブリッドメッセージサービスの利用資格はありますか。

•ユーザのアクティベーションが失敗したのは、これが初めてですか。ControlHubでユーザ
を表示し、ハイブリッドメッセージサービスを開いて[ユーザの再アクティブ化（Reactivate
User）]をクリックします。

• IM and Presenceの管理でユーザの電子メールアドレス（mailid）が設定されていますか。

• IM and Presenceに設定されているユーザの電子メールアドレスは Cisco Webex Control Hub
で設定されているものと一致していますか。

•ユーザの Jabber ID（JID）の後に指定した新しい Teamsユーザ名が「重複」していません
か。この状況は、Teamsで JIDを検索したことによって発生する場合があります。JIDを
検索すると、同じユーザの電子メールアドレスに基づくアカウントがすでに存在していて

も、Teamsがその JIDに基づく新しいスペースを作成する可能性があります。

•ハイブリッドディレクトリサービスを使用してユーザをインポートまたは同期しました
か。クラウド UIDにマッピングした LDAP属性にユーザの電子メールアドレスが含まれ
ていることを確認します。

たとえば、UserPrincipalNameをクラウド UIDにマッピングする場合、Active Directoryで
はUserPrincipalName属性にユーザの電子メールアドレスが含まれている必要があります。

•ユーザは Cisco Webexで適切な利用資格を与えられていますか。組織内の「Jabberのみ」
のユーザには、Webex Teamsを使用していなくても、Webex TeamsでMessage Freeサービ
スを使用する資格が与えられていなければなりません。そうでないと、メッセージサービ

スのユーザが Teamsを使用して送信したメッセージを受信できません。

この状況が発生しないようにするには、すべてのユーザにMessage Free利用資格を割り当
てることを推奨します。それには、ユーザをインポートする前に、ControlHubで自動ライ
センス割り当てテンプレートを構成します。

ControlHub内に適切な利用資格を持っていないユーザが多数いる場合は、すべてのユーザ
を CSVファイルにエクスポートして、その CSVファイルからすべてのユーザを再イン
ポートすることで、この状況を解決できます。この方法が有効なのは、CSVでユーザをイ
ンポートすると、自動的にMessage Free利用資格がユーザに適用されるためです。自動ラ
イセンス割り当てテンプレートを使用していない限り、ハイブリッドディレクトリサー

ビスを使用してユーザをインポートしても、この利用資格は自動的に適用されません。

問題の影響を受けているユーザの数が少なければ、対象ユーザの利用資格が多種多様な場

合は特に、手動で利用資格を適用することをお勧めします。

•メッセージサービスユーザが Jabberでメッセージを受信できませんか。メッセージサービ
スユーザが Teams内でステータスを非表示にしている場合（[ステータスの表示（Show
status）]設定がオフになっている場合)、Jabberには、そのユーザのプレゼンスが [退席中
（Away）]として反映されます。ただし、メッセージサービスはそのユーザに対して引き
続き動作し、IM and PresenceからWebexまでメッセージを処理します。ユーザが Jabber
だけを使用していても、メッセージの着信中に実際に Jabberクライアントを使用していな
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ければ、クライアントにはメッセージが保持されないため、Jabberにメッセージが表示さ
れないことがあります。IM and Presenceでオフラインストレージを有効にすると、この問
題が軽減される場合もありますが、このような問題の影響を受けているユーザはTeamsで
[ステータスの表示（Showstatus）]設定をオンにすることをお勧めします。また、メッセー
ジを保持する Teamsを使用するという方法もあります。

ハイブリッドサービスログ

Expresswayの [試験版（Experimental）]メニューはサポートされていません。また、文書化も
されていません。

（注）

メッセージコネクタがログに記録している内容を読むには、Expresswayでハイブリッドサー
ビスログを確認します。

1. /setaccessページの URLを手動で入力します（例：https://< IPAddressOrFQDN

>/setaccess）。

2. [アクセス用パスワード（Access password）]フィールドに値 qwertsysを入力し、[アクセ
スの有効化（Enable access）]をクリックします。

これで、[試験版（Experimental）]メニューが表示されるようになります。

3. [試験版（Experimental）] > [ハイブリッドサービスログ（Hybrid Services Log）] > [ハイブ
リッドサービスログ（Hybrid Services Log）]をクリックします。

4. ログでエラー状態を調べます。

繰り返される問題や永続的な問題が発生している場合は、ケースをオープンしてくださ

い。ログレベルを変更するか、または診断ログを取得してシスコに送信することをお勧め

します（[メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）]）。
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