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はじめに
Cisco Unity Connectionは、次のいずれかの方法で展開できます。

•スタンドアロン展開：単一のサーバとしてのUnityConnectionのインストールが含まれます。

•クラスタ展開：アクティブ-アクティブまたはハイアベイラビリティモードでの同じバージョ
ンの 2台の Unity Connectionサーバのインストールが含まれます。Unity Connectionのクラス
タとしてのインストールでは、最初のサーバがパブリッシャサーバと呼ばれ、2番目のサー
バがサブスクライバサーバと呼ばれます。クラスタ設定の詳細については、「 Cisco Unity
Connectionクラスタの設定」の章を参照してください。

Unity Connection 10.0(1)以降のリリースは、仮想マシンにしかインストールすることができません。詳細につい
ては、
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/virtualization-cisco-unity-connection.html
[英語]を参照してください。

（注）
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インストールの方法
次のいずれかの方法を使用して、スタンドアロンサーバまたはクラスタサーバをインストールす

ることができます。

•標準インストール：インストールウィザードを使用して、ホスト名や IPアドレスなどのイ
ンストール情報を手動で指定することができます。

•自動インストール：インストールディスクと事前に設定された応答ファイルのフロッピー
ディスクを使用して、UnityConnectionをインストールすることができます。応答ファイルに
は、無人インストールに必要なすべての情報が含まれています。無人インストールは、パブ

リッシャサーバとサブスクライバサーバの両方で同時にインストールを開始するためのシー

ムレスなインストールプロセスです。パブリッシャが正常にインストールされたら、サブス

クライバのインストールに移ります。この種の無人インストールがタッチレスインストール

です。タッチレスインストールの詳細については、「仮想マシンのタッチレスインストー

ル」を参照してください。

（注） •また、Cisco Prime Collaboration Deploymentを使用して、Unity
Connection12.x以降の新規インストールを実行することもできます。Cisco
PCDの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/products/
cloud-systems-management/prime-collaboration/index.htmlを参照してくださ
い。

•応答ファイルでサポートされるのは新規インストールのみで、アップグ
レードはサポートされません。

インストールの重要な考慮事項
インストールに進む前に、以下の点を考慮してください。

• https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/requirements/b_
12xcucsysreqs.html [英語]にある『System Requirements for Cisco Unity Connection』ガイドで、
Unity Connectionサーバに必要なライセンスや電話統合などのシステム要件を確認します。

•既存の Unity Connectionサーバにインストールする場合は、ハードドライブがフォーマット
され、ドライブ上の既存データがすべて上書きされることに注意してください。

•電源のバックアップを提供し、システムを保護するために、各 Unity Connectionサーバを無
停電電源（UPS）に接続するようにしてください。UPSに接続していないと、物理メディア
が損傷して設置のやり直しが必要になる場合があります。

• Unity Connectionクラスタの場合：
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◦最初に、Unity Connectionソフトウェアをパブリッシャサーバ上にインストールしてか
ら、サブスクライバサーバにインストールします（標準インストールシナリオにのみ

適用されます）。インストールシナリオの詳細については、「インストールのシナリ

オ」を参照してください。

◦パブリッシャサーバのインストール時に入力したセキュリティパスワードをメモしま
す。サブスクライバサーバをクラスタにインストールするときに、同じパスワードを指

定する必要があります。

◦パブリッシャサーバとサブスクライバサーバ間で、ネットワークアドレス変換（NAT）
またはポートアドレス変換（PAT）を実行しないでください。

• Unity Connectionをインストールする前に、DNSサーバが正しく設定されていることを確認
します。詳細については、「DNS設定の確認」を参照してください。

•インストール中にコンフィギュレーション変更を実行しないでください。

•インストール中に入力されたディレクトリ名とファイル名は大文字と小文字が区別されるこ
とに注意してください。

インストール前のタスク
UnityConnectionサーバをインストールする前に、すべてのインストール前の手順を理解しておく
必要があります。表 1：インストール前のタスクに、Unity Connectionサーバのインストールを正
常に行うために考慮すべきインストール前のタスクを一覧表示します。

表 1：インストール前のタスク

特記事項タスク

サーバモデルの容量については、リンク
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/
voice_ip_comm/uc_system/virtualization/
virtualization-cisco-unity-connection.html [英
語]を参照してください。

サポートされるハードウェアの一覧にサーバが

記載されており、クラスタの負荷をサポートす

るための適切な容量がサーバにあることを確認

します。

ス

テッ

プ 1

詳細については、「仮想マシンの作成」

の項を参照してください。

適切な OVAテンプレートを使用して仮想マシ
ンを作成します。

ス

テッ

プ 2

詳細については、「仮想マシンのブート

順序の変更」の項を参照してください。

BIOS設定を更新するために仮想マシンのブー
ト順序を変更します。

ス

テッ

プ 3
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特記事項タスク

詳細については、http://www.cisco.com/c/
en/us/support/unified-communications/
unity-connection/
products-maintenance-guides-list.htmlで、
最新のリリースの『Command Line
Interface Reference Guide for Cisco Unified
Solutions』を参照してください。

パブリッシャサーバがNTPサー
バとの同期に失敗する場合、サ

ブスクライバサーバのインス

トールも失敗する可能性があり

ます。

注意

Unity Connectionサーバのインストール中に外
部 NTPサーバを設定します。

Unity Connectionクラスタでは、NTPサーバが
パブリッシャサーバとサブスクライバサーバ

間の時刻の同期に役立ちます。外部 NTPサー
バは Stratum 9以上（つまり Stratum 1～ 9）で
あるようにします。サブスクライバサーバが

パブリッシャサーバから時刻を取得します。

パブリッシャサーバの NTPステータスを確認
するには、パブリッシャサーバでコマンドラ

インインターフェイスにログインして次のコ

マンドを入力します。

utils ntp status

ス

テッ

プ 4

シスコサーバに接続されているスイッチ

ポートでは、すべて PortFastを有効にし
てください。PortFastを有効にすること
で転送遅延（スパニングツリープロトコ

ル（STP）の学習状態およびリッスン状
態から転送状態に変化するまで、ポート

が待機する時間）が短縮され、スイッチ

によりポートはブロック状態から転送状

態にすばやく切り替えられます。

新しいサーバに接続するスイッチポートのネッ

トワークインターフェイスカード（NIC）の
速度とデュプレックス設定を記録します。

ス

テッ

プ 5

構成設定を記録するには、「インストー

ル用の情報の収集」の項を参照してくだ

さい。

インストールを予定している各サーバの設定内

容を記録します。

ス

テッ

プ 6

次のリンクからダウンロードします。

https://software.cisco.com/download/
navigator.html?mdfid=280082558&i=rm

必要な Unity Connectionバージョンの署名付き
.isoファイルを Cisco.comからダウンロードし
ます。そのファイルをデータストアにアップ

ロードするか、ダウンロードしたソフトウェア

のディスクイメージを作成します。

ス

テッ

プ 7

仮想マシンの作成

OVAテンプレートをダウンロードして仮想マシンを作成するには、次のリンクを開いて、[Unity
Connectionソフトウェア（Unity Connection Software）]を選択してから、該当するリリース番号を
選択します。
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https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=283062758&flowid=45673

ステップ 1 サポートされている VMwareクライアントで OVAテンプレートを展開するには、[ファイル（File）]メ
ニューで [OVAテンプレートの展開（Deploy OVA template）]を選択します。

ステップ 2 次に、URLまたはシステム上のファイルの場所から OVAテンプレートを参照します。
ステップ 3 画面上の指示に従って仮想マシンを作成します。

仮想マシンのブート順序の変更

仮想マシンは BIOSメニューで起動されます。

ステップ 1 VMwareクライアントで、OVAテンプレートが展開された仮想マシンの電源をオフにします。
ステップ 2 VMwareクライアントの左ペインで、仮想マシンの名前を右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）]

を選択します。

ステップ 3 [仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ダイアログボックスで [オプション（Options）]タ
ブを選択します。

ステップ 4 [設定（Settings）]列で、[詳細設定（Advanced）]メニューから、[ブートオプション（Boot Options）]を
選択します。

ステップ 5 [BIOSセットアップの強制（Force BIOS Setup）]で、[次回仮想マシンがブートしたら、強制的に BIOS
セットアップ画面に入る（The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [OK]を選択し、[仮想マシンのプロパティ（VirtualMachine Properties）]ダイアログボックスを閉じます。
ステップ 7 仮想マシンの電源をオンにします。

ステップ 8 [Boot]メニューへ移動し、起動デバイスの一覧の 1番目が CD-ROMデバイス、2番目がハードドライブ
デバイスになるように順序を並べ替えます。

ステップ 9 変更内容を保存して BIOS設定を終了します。

E7 または E5 プロセッサで動作する仮想マシン上の予約の変更
CPU予約は、Xeon 7500プロセッサベースの OVAに組み込まれています。E7プロセッサと特定
の E5プロセッサでは、CPU予約が 1つの仮想 CPU上で使用可能なサイクル数を上回っていま
す。このような場合は、管理者が「予約数の変更」に記載されている手順を使用して、仮想マシ

ンの予約数を手動で変更する必要があります。
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加えて、ラボテストによって、E7または E5プロセッサの 2.4 GHz予約が 2.53 GHz Xeon 7500プ
ロセッサと同じ性能であることがわかっています。

詳細については、http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardwareで入手可能な
docwikiを参照してください。

予約数の変更

ステップ 1 VMwareの vSphere Clientで、仮想マシンが作成されたホストを選択します。
ステップ 2 [CPU]の下の [概要（Summary）]タブをクリックして、1つの仮想CPUで使用可能なCPUサイクルをGHz

単位でメモします。

ステップ 3 OVAテンプレートを展開した仮想マシンの電源をオフにします。
ステップ 4 vSphereClientの左ペインで、仮想マシンの名前を右クリックして、[設定を編集（EditSettings）]を選択し

ます。

ステップ 5 [仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ダイアログボックスで、[リソース（Resources）]
タブを選択します。

ステップ 6 [設定（Settings）]列で、[CPU]を選択します。

ステップ 7 [リソース割り当て（Resource Allocation）]の下で、[予約（Reservation）]テキストボックスに新しい予約
値を入力します。新しい予約値が、CPUの数 X 2.4 GHz（E5440プロセッサの場合）および CPUの数 X
GHz単位の 1仮想 CPUサイクル（ステップ 2から）（E7プロセッサの場合）として計算されます。

ステップ 8 [OK]をクリックし、[Virtual Machine Properties]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 仮想マシンの電源をオンにします。

DNS 設定の確認

ステップ 1 コマンドプロンプトにログインします。

ステップ 2 各サーバを DNS名で pingするには、ping DNS_nameと入力します。
ステップ 3 各サーバを IPアドレスで検索するには、nslookup Ip_addressと入力します。

インストール用の情報の収集

表2：インストール用の情報の収集を使用して、サーバに関する情報を記録します。単一のUnity
Connectionサーバに関する情報またはUnity Connectionクラスタ内の両方のサーバに関する情報を
収集します。この表をコピーして、サーバごとに個別の表に入力情報を記録する必要があります。

   Cisco Unity Connection リリース 12.x のインストール、アップグレード、およびメンテナンスガイド
6

Cisco Unity Connection のインストール
DNS 設定の確認

http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware


表 2：インストール用の情報の収集

インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

可、CLIコマンドを使用

CLI > set timezone

ローカルタイムゾーンとグ

リニッジ標準時（GMT）か
らのオフセットを設定しま

す。

サーバが設置されている場所

に最も近いタイムゾーンを

選択します。

クラスタでは、サブ

スクライバサーバを

パブリッシャサーバ

と同じタイムゾーン

に設定する必要があ

ります。

注意

タイムゾーン：
_____________________

Cisco Unity Connection リリース 12.x のインストール、アップグレード、およびメンテナンスガイド

7

Cisco Unity Connection のインストール
インストール用の情報の収集



インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

可、CLIコマンドを使用

CLI > set network mtu

ネットワーク上のこのホスト

から送信される最大パケット

をバイト単位で設定します。

MTUのデフォルトサイズ
は、オペレーティングシス

テムで定義された値が使用さ

れます。

VPNまたは IPsecトンネルが
カスタムパケットサイズで

使用されている場合は、別の

パケットサイズを選択する

ことをお勧めします。VPN
経由のWebアクセスでは、
不適切なMTU設定が原因で
Webページをロードできな
い場合があります。

設定するMTUサイズは、
ネットワーク内のいずれかの

リンクに設定されている最小

のMTUサイズを超えないよ
うにしてください。

クラスタ化された

サーバペアでは、

MTU設定を両方の
サーバで同じにす

る必要がありま

す。

（注）

MTUサイズ：
______________________
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

可、CLIコマンドを使用

CLI > set network dhcp

CLI > set network gateway

CLI > set network ip eth0

DHCPを使用してサーバ上の
ネットワーク設定を自動的に

行うかどうかを設定します。

なしを選択した場合は、ホス

ト名、IPアドレス、IPアド
レスマスク、およびゲート

ウェイ IPアドレスを入力す
る必要があります。

ホスト名には、最大で 64文
字の英数字、ハイフン、アン

ダースコア、およびピリオド

を含めることができます。た

だし、最初の文字をハイフン

にすることはできません。

常に DHCPサーバが同じ IP
アドレス設定をサーバに提供

できるように、静的な
Dynamic Host Control Protocol
（DHCP）ホスト設定を使用
することをお勧めします。

ゲートウェイがな

い場合も、この

フィールドを

255.255.255.255に
設定する必要があ

ります。ゲート

ウェイを指定しな

い場合は、サブ

ネット上のデバイ

スとしか通信でき

なくなります。

（注）

サーバのホスト名に

ciscounityを使用しな
いでください。エン

タープライズレプリ

ケーションが破損し

ます。

注意

ホスト名と IPアドレス：

DHCP（あり/なし）：______

DHCPがなしの場合：

ホスト名：_________________

IPアドレス：
_________________

IPマスク：
___________________

ゲートウェイ（GW）アドレ
ス：________
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

可、CLIコマンドを使用

CLI > set network dns

CLI > set network domain

DNSサーバがホスト名と IP
アドレスを解決するかどうか

を設定します。

Unity Connection
は、ドメインネー

ムサーバの使用を

有効にして、他の

Cisco Unityサーバ
とデバイスを特定

できるようにしま

す。これは、デジ

タルネットワーキ

ングとクラスタ化

されたサーバペア

を設定する場合に

必要です。接続ま

たはサービスの消

失を避けるため

に、セカンダリ

DNSサーバを設定
することをお勧め

します。

（注）

ドメインネームサーバ：

DNS：（あり/なし）：______

DNSがありの場合

ドメイン：
____________________

DNSプライマリ：
_________________

DNSセカンダリ：
_______________
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

ログイン：否

パスワード：可、CLIコマンドを
使用

CLI > set password user admin

インストール後に追加

の管理者アカウントを

作成することができま

す。

（注）

CLIへのセキュアシェルア
クセス用と Cisco Unified
Communicationsオペレーティ
ングシステムおよびディザ

スタリカバリシステムへの

ログイン用の管理者クレデン

シャルを設定します。

管理者アカウントの共有先

は、プラットフォームの管理

とアップグレード、バック

アップ操作、および復元操作

に精通しており、それらを担

当しているインストール担当

者またはエンジニアに限定す

る必要があります。

パスワードは 6文
字以上の長さにな

るようにしてくだ

さい。英数字、ハ

イフン、および下

線を使用できま

す。

（注）

管理者アカウントクレデンシャ

ル：

ログイン：
____________________

パスワード：_________________

可、CLIコマンドを使用

CLI > set web-security

サードパーティ証明書取得用

の証明書署名要求（CSR）を
サーバで生成するための必要

な情報を設定します。

複数の営業部門名を

入力するには、エン

トリをカンマで区切

ります。カンマを含

むエントリは、エン

トリ内のカンマの前

にバックスラッシュ

を入力します。

ヒン

ト

所在地については、組織内で

通用する任意の設定を入力で

きます。たとえば、サーバが

設置されている都道府県や市

区町村などを入力します。

証明書情報：

組織：____________________

部門：______________________

所在地：_________________

都道府県：
____________________

国：_________________
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

最初のサーバはパブリッシャ

サーバを意味します。2番目
のサーバまたはサブスクライ

バサーバのインストール中

に、最初のサーバの詳細を入

力します。

クラスタ：

クラスタ内の最初のサーバ（あ

り/なし）：____

最初のサーバがなしの場合：

パブリッシャホスト名：
____________

パブリッシャ IPアドレス：
____________

パブリッシャセキュリティパ

スワード：______
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

可、CiscoUnifiedOperating System
Administrationを使用：

[設定（Settings）] > [NTPサーバ
（NTP Servers）]の順に選択

CLIコマンドを使用

CLI > CLIコマンドを使用

NTPサーバ：

NTPサーバ 1：
__________________

NTPサーバ 2：
__________________

NTPサーバ 3：
__________________

NTPサーバ 4：
__________________

NTPサーバ 5：
__________________
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

Unity Connectionサーバと同
期する 1台以上の Network
Time Protocol（NTP）サーバ
のホスト名または IPアドレ
スを設定します。

NTPサービスは、同期され
た時刻がメッセージ、レポー

ト、およびログやトレースな

どのさまざまなツールの日

付/タイムスタンプに対して
正確であることを保証しま

す。

すべての Unity Connection
サーバに、インストール中に

アクセス可能な外部 NTP
ソースが必要です。ソース

は、パブリック NTPタイム
サーバと同期している会社の

ヘッドエンドルータにする

ことも、パブリック NTPタ
イムサーバ自体にすること

もできます。

可能性のある互換

性、精度、および

（注）

ネットワークジッ

ターの問題を回避

するには、外部

NTPサーバを NTP
v4（バージョン4）
にする必要があり

ます。IPv6アド
レッシングを使用

している場合は、

外部 NTPサーバを
NTP v6にする必要
があります。

パブリッシャサー

バに指定された

NTPサーバが自動
的にサブスクライ

バサーバに適用さ
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インストール後の設定変更の可

否

説明構成設定

れます。

可、CLIコマンドを使用

CLI > set password user security

クラスタ化されたサーバ

ペアでセキュリティパス

ワードを変更する場合は、

両方のサーバでセキュリ

ティパスワードを変更

し、両方のサーバをリブー

トする必要があります。

詳細については、

『Command Line Interface
Reference Guide for Cisco
Unified Solutions』で、こ
のコマンドの説明を参照

してください。

注

意

サブスクライバサーバでパ

ブリッシャサーバと通信す

るために使用されるパスワー

ドを設定します。

セキュリティパスワード

は、ディザスタリカバリシ

ステムでバックアップを暗号

化するためにも使用されま

す。

このパスワードは、6文字以
上の英数字にする必要があり

ます。ハイフンおよび下線を

使用できますが、先頭は英数

字にする必要があります。

セキュリティパスワード

可、CLIコマンドを使用：

CLI > set smtp

送信電子メール、サイト内リ

ンク、Voice Profile for Internet
Mail（VPIM）、および
HTTPSネットワーキングに
使用されるSMTPサーバのホ
スト名または IPアドレスを
設定します。

ホスト名には英数字、ハイフ

ン、ピリオドを使用できます

が、先頭文字は英数字にする

必要があります。

電子通知を使用す

る予定の場合は、

SMTPサーバを指
定する必要があり

ます。

（注）

SMTPサーバ

可、Cisco Unity Connection
Administrationと CLIコマンドを
使用：

CLI > utils cuc reset password

Cisco Unity Connection
Administrationと Cisco Unity
Connection Serviceabilityを含
む Unity Connectionアプリ
ケーション用のデフォルト

クレデンシャルを設定しま

す。

アプリケーションアカウント

クレデンシャル：

ログイン：
____________________

パスワード：_________________
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インストールのシナリオ

表 3：インストールのシナリオ

インストール方法インストールのシナ

リオ

標準

•パブリッシャサーバのインストール

•インストールの確認

無人

•無人インストールの応答ファイルの生成

•パブリッシャサーバのインストール

•インストールの確認

スタンドアロンでの

導入

標準

•パブリッシャサーバのインストール

•パブリッシャサーバ上のサブスクライバサーバの設定

•サブスクライバサーバのインストール

•インストールの確認

無人

•無人インストールの応答ファイルの生成

•パブリッシャサーバのインストール

•パブリッシャサーバ上のサブスクライバサーバの設定

•サブスクライバサーバのインストール

•インストールの確認

クラスタの導入
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インストールタスク
インストールシナリオのタイプによっては、次のタスクを実行して、UnityConnectionソフトウェ
アをインストールする必要があります。

インストールウィザードの操作

インストールウィザードの操作方法の説明については、表 4：インストールウィザードの操作を
参照してください。

表 4：インストールウィザードの操作

使用するキー操作内容

Tab次のフィールドへ移動する

Alt+Tab前のフィールドへ移動する

Spaceバーまたは Enterオプションを選択する

↑または←一覧を上下へスクロールする

Spaceバーまたは Enterで [戻る（Back）]を選
択（使用可能な場合）

前のウィンドウへ移動する

Spaceバーまたは Enterで [ヘルプ（Help）]を
選択（使用可能な場合）

ウィンドウに関するヘルプ情報を参照する

パブリッシャサーバのインストール

Unity Connectionサーバのインストール中は、さまざまな設定情報を入力するように要求されま
す。必要に応じて、「インストール用の情報の収集」の項に記載されている表を参照してくださ

い。

ステップ 1 Unity Connectionをインストールする仮想マシンの準備：
a) [仮想マシン設定の編集（Edit virtual machine settings）]を選択し、クライアントデバイスからCD/DVD
上の、またはデータストア上の ISOイメージを選択します。

b) [コンソール（Console）]タブに移動します。DVDの整合性のチェックを要求する画面が表示されま
す。
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c) [はい（Yes）]を選択してメディアチェックを実行するか、[スキップ（Skip）]を選択して次のステッ
プに進みます。

メディアチェックを選択してそれが不合格だった場合は、Cisco.comから別のコピーをダウ
ンロードするか、直接シスコから別の DVDを入手します。

（注）

d) ハードウェアチェックを実行すると、システムの再起動を要求するプロンプトが表示されます。イン
ストールを続行する場合は、[はい（Yes）]を選択する必要があります。システムが再起動したら、[製
品展開の選択（Product Deployment Selection）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [製品展開の選択（Product Deployment Selection）]ウィンドウで [OK]を選択し、Cisco Unity Connectionを
インストールします。[インストールの続行（Proceed with Install）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [インストールの続行（Proceed with Install）]ウィンドウで、[はい（Yes）]を選択してインストールを続
行します。

[インストールの続行（Proceed with Install）]ウィンドウで [はい（Yes）]を選択すると、ハード
ドライブ上の既存のデータがすべて上書きされ、破棄されます。

注意

[プラットフォームインストレーションウィザード（Platform Installation Wizard）]ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 4 [プラットフォームインストレーションウィザード（Platform Installation Wizard）]ウィンドウで、該当す
るオプションを選択します。

•標準インストールを実行する場合は、[続行（Proceed）]を選択して、この手順を続けます。

•無人インストールを実行する場合は、[スキップ（Skip）]を選択します。仮想フロッピーディスク上
の応答ファイルイメージを接続して、[続行（Continue）]を選択します。インストールウィザード
は、インストールプロセス中に設定情報を読み取り、「インストール後のタスク」の項に記載され

ている手順に従います。

ステップ 5 前のウィンドウで [続行（Proceed）]を選択した場合は、[パッチの適用（ApplyPatch）]ウィンドウが表示
されます。

•インストール中にソフトウェアの上位サービスリリースにアップグレードし、「パッチの適用」の
項に記載されているプロセスに従う場合は、[はい（Yes）]を選択します。

•この手順をスキップするには、[いいえ（No）]を選択します。[基本インストール（Basic Install）]
ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 [基本インストール（Basic Install）]ウィンドウで、[続行（Continue）]を選択してソフトウェアバージョ
ンをインストールするか、プレインストールされたソフトウェアを設定します。[タイムゾーンの設定
（Timezone Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 [タイムゾーンの設定（TimezoneConfiguration）]ウィンドウで、サーバに適切なタイムゾーンを選択して
から、[OK]を選択します。[自動ネゴシエーションの設定（AutoNegotiation Configuration）]ウィンドウが
表示されます。

クラスタでは、サブスクライバサーバはパブリッシャサーバと同じタイムゾーンを使用するよう

設定する必要があります。タイムゾーンが同じでない場合は、レプリケーションが機能しませ

ん。

注意
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ステップ 8 [自動ネゴシエーションの設定（Auto Negotiation Configuration）]ウィンドウで、[続行（Continue）]を選
択します。[MTUの設定（MTU Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 9 [MTUの設定（MTU Configuration）]ウィンドウで、該当するオプションを選択します。

•デフォルト値（1500バイト）を受け入れる場合は、[いいえ（No）]を選択します。

• MTUサイズを変更する場合は [はい（Yes）]を選択し、新しいMTUサイズを入力して [OK]を選択
します。

MTUサイズを正しく設定しなかった場合、ネットワークのパフォーマンスに影響する場合が
あります。

注意

[DHCPの設定（DHCP Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 10 [DHCPの設定（DHCP Configuration）]ウィンドウで、該当するオプションを選択します。

•ネットワークで設定された DHCPサーバを使用する場合は、[はい（Yes）]を選択します。ネット
ワークが再起動して、[管理者ログインの設定（Administrator LoginConfiguration）]ウィンドウが表示
されます。

•サーバの静的 IPアドレスを設定してこの手順を続行する場合は、[いいえ（No）]を選択します。[静
的ネットワークの設定（Static Network Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 11 [静的ネットワークの設定（Static Network Configuration）]ウィンドウで、静的ネットワーク設定情報を入
力します。

[DNSクライアント設定（DNS Client Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 12 DNSを有効にするには、[はい（Yes）]を選択して、DNSクライアント情報を入力し、[OK]を選択しま
す。

ネットワークが新しい設定情報を使用して再起動し、[管理者ログインの設定（Administrator Login
Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 13 管理者ログインとパスワードを入力します。
[証明書情報（Certificate Information）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 14 証明書署名要求情報を入力して、[OK]を選択します。
最初のノードの設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 15 [最初のノードの設定（First Node Configuration）]ウィンドウで、該当するオプションを選択します。

•このサーバをパブリッシャサーバまたはスタンドアロンサーバとして設定し、この手順を続行する
場合は、[はい（Yes）]を選択します。[ネットワークタイムプロトコルクライアントの設定（Network
Time Protocol Client Configuration）]ウィンドウが表示されます。

•このサーバをサブスクライバサーバとして設定する場合は、[いいえ（No）]を選択します。

ステップ 16 [ネットワークタイムプロトコルクライアントの設定（Network Time Protocol Client Configuration）]ウィン
ドウで、NTPサーバのホスト名または IPアドレスを入力して、[OK]を選択します。[セキュリティ設定
（Security Configuration）]ウィンドウが表示されます。
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パブリッシャサーバのシステム時刻を正確に保つため、外部NTPサーバの使用を推奨します。
ただし、必要に応じて、複数の NTPサーバを設定できます。

（注）

ステップ 17 [セキュリティ設定（Security Configuration）]ウィンドウで、セキュリティパスワードを入力します。
このパスワードは、システムによりパブリッシャサーバとサブスクライバサーバ間の通信の認

証に使用され、2つのサーバで同一にする必要があります。
（注）

[SMTPホストの設定（SMTP Host Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 18 [SMTPホストの設定（SMTP Host Configuration）]ウィンドウで、以下の操作を行います。
a) SMTPサーバを設定し、SMTPサーバ名または IPアドレスを入力する場合は、[はい（Yes）]を選択し
ます。

b) [OK]を選択します。[アプリケーションユーザの設定（Application User Configuration）]ウィンドウが
表示されます。

一部のプラットフォーム機能を使用するには SMTPサーバの設定が必要です。ただし、SMTP
サーバの設定は、プラットフォームのGUIまたはコマンドラインインターフェイスを使用して
後で行うこともできます。

（注）

ステップ 19 [アプリケーションユーザの設定（Application User Configuration）]ウィンドウで、以下を行います。
a) アプリケーションユーザ名とパスワードを入力し、パスワードをもう一度入力して確認します。

システムアプリケーション名をアプリケーションユーザ名として使用しないでください。

システムアプリケーション名を使用すると、データベースのインストール時に回復不能エ

ラーが発生し、インストールに失敗します。システムアプリケーションの名前は、operator、
replication、undeliverablemessagesmailbox、および Unity Connectionです。

（注）

b) [OK]を選択します。[プラットフォーム設定の確認（Platform Configuration Confirmation）]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 20 [プラットフォーム設定の確認（PlatformConfigurationConfirmation）]ウィンドウで、[OK]を選択してイン
ストールを続行します。システムによって、ソフトウェアのインストールと設定が行われます。

ステップ 21 インストールプロセスが完了すると、管理者アカウントとパスワードでログインするように要求されま
す。

ステップ 22 「インストール後のタスク」の項に記載されているインストール後のタスクを実行します。
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パブリッシャサーバ上のサブスクライバサーバの設定

ステップ 1 Cisco Unity Connection Administrationにサインインします。
ステップ 2 [システム設定（System Settings）]を展開して [クラスタ（Cluster）]を選択します。
ステップ 3 [サーバの検索/一覧表示（Find and List Servers）]ページで [新規追加（Add New）]を選択します。
ステップ 4 [新規サーバ設定（New Server Configuration）]ページの [ホスト名または IPアドレス（Hostname or IP

Address）]フィールドに、クラスタの第 2サーバのホスト名または IPアドレスを入力します。
ステップ 5 （任意）[MACアドレス（MAC Address）]フィールドに、第 2サーバのMACアドレスを入力します。
ステップ 6 [説明（Description）]フィールドに、第 2サーバの説明を入力して、[保存（Save）]を選択します。

サブスクライバサーバのインストール

サブスクライバサーバをインストールするには、[最初のノードの設定（FirstNodeConfiguration）]
ウィンドウが表示されるまでパブリッシャサーバのインストールの手順を実行してから、次の手

順に進みます。

Unity Connectionサーバのインストール中に、さまざまな設定情報を入力するように要求されま
す。必要に応じて、「インストール用の情報の収集」の項に記載されている表を参照してくださ

い。

ステップ 1 [コンソール（Console）]タブの [最初のノードの設定（First Node Configuration）]ウィンドウで、[いいえ
（No）]を選択してサブスクライバサーバのインストールを続行し、[OK]を選択します。
[ネットワーク接続テストの設定（Network Connectivity Test Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 サブスクライバサーバのインストール中、システムによって、サブスクライバサーバがパブリッシャサー

バに確実に接続できるようにするためのチェックが行われます。

•システムによるネットワーク接続の検証が正常に行われた後にインストールを一時停止する場合は、
[はい（Yes）]を選択します。

•インストールを続行するには、[いいえ（No）]を選択します。

[最初のノードのアクセスの設定（First Node Access Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 パブリッシャサーバの接続情報を入力して、[OK]を選択します。
システムにより、ネットワーク接続の確認が行われます。

システムにより、ネットワーク接続の確認が行われます。
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システムによるネットワーク接続の検証が成功した後にシステムを一時停止することを選択した場合は、

[最初のノードへの接続に成功しました（SuccessfulConnection to FirstNode）]ウィンドウが表示されます。
[続行（Continue）]を選択します。

ネットワーク接続テストに失敗すると、システムが停止するため、元に戻ってパラメータ情報

を入力し直すことができます。

（注）

[SMTPホスト設定（SMTP Host Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 SMTPサーバを設定する場合は、[はい（Yes）]を選択して SMTPサーバ名を入力します。
[プラットフォーム設定の確認（Platform Configuration Confirmation）]ウィンドウが開きます。

ステップ 5 ソフトウェアのインストールを開始するには、[OK]を選択します。

ステップ 6 インストールプロセスが完了すると、管理者アカウントとパスワードでログインするように要求されま

す。

ステップ 7 以下に記載されているインストール後のタスクを実行します。インストール後のタスク, （32ページ）

無人インストールの応答ファイルの生成

Cisco Unified Communications Answer File Generator Webアプリケーションを使用して応答ファイル
を作成することができます。インストール中に応答ファイルを使用するには、フロッピーディス

クのルートディレクトリに応答ファイルを保存して、インストール中にそのファイルを参照し、

インストールが完了するまで待機します。

Unity Connectionクラスタの場合：

•パブリッシャサーバとサブスクライバサーバで別々の応答ファイルを作成する必要があり
ます。

•サブスクライバサーバのインストール中にサブスクライバサーバでパブリッシャサーバの
詳細情報を手動で入力する必要はありません。

Cisco Unified Communications Answer File Generatorは、Internet Explorer 11.0以降、およびMozilla
28.0以降をサポートしています。

（注）

無人インストールのタスクリスト

応答ファイルを生成し、無人インストール用のフロッピーイメージを作成するには、次のタスク

を実行する必要があります。

1 パブリッシャサーバとサブスクライバサーバの両方の platformConfig.xmlファイルを含む応答
ファイルを生成してダウンロードします。応答ファイルの生成方法の詳細については、「応答

ファイルの生成とダウンロード」を参照してください。
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2 応答ファイルを生成したら、フロッピーイメージを作成します。詳細については、http://
kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1739
を参照してください。

3 クラスタ、パブリッシャ、およびサブスクライバでサーバを展開して設定します。詳細につい

ては、「パブリッシャサーバの設定」と「サブスクライバサーバの設定」の項を参照してく

ださい。

4 パブリッシャサーバとサブスクライバサーバをインストールするには、「パブリッシャサー

バのインストール」と「サブスクライバサーバのインストール」の項を参照してください。

応答ファイルの生成とダウンロード

ステップ 1 Unity Connection Answer File Generatorアプリケーションにログインします。応答ファイルは、リンク http:/
/www.cisco.com/web/cuc_afg/index.htmlを使用して生成できます。

ステップ 2 [クラスタ全体の設定（Clusterwide Configuration）]セクションで詳細情報を入力します。
ステップ 3 [プライマリノードの設定（Primary Node Configuration）]セクションでプライマリノードの詳細情報を入

力します。

ステップ 4 （任意）DynamicCluster Configurationを有効にするには、Dynamic-cluster-config-timerフィールドに値を入
力します。

タッチレスインストールにDynamic-cluster-configurationプロセスを使用している場合は、ステッ
プ 4が必須です。

（注）

ステップ 5 [セカンダリノードの設定（Secondary Node Configuration）]セクションでセカンダリノードの詳細情報を
入力します。

ステップ 6 [セカンダリノードのリスト（List of Secondary Nodes）]リストボックスで、[セカンダリノードの追加
（Add Secondary Node）]を選択します。セカンダリノードとして追加するノードがこのリストボックス
に表示されます。

ステップ 7 [応答ファイルの生成（Generate Answer Files）]をクリックします。プライマリノード、セカンダリノー
ド、および clusterConfigファイルの詳細情報を示すダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8 [Communications Answer File Generator]ダイアログボックスで、ダウンロードの指示に従い、[ファイルの
ダウンロード（Download File）]ボタンをクリックして応答ファイルをコンピュータにダウンロードしま
す。
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パブリッシャサーバの設定

ステップ 1 仮想マシンにログインして、クラスタインストールを開始します。

ステップ 2 [VM]メニューから、[設定の編集（Edit settings）]を選択して、Answer File Generatorツールで作成したフ
ロッピーイメージをマウントします。[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ダイアログ
ボックスが表示されます。

ステップ 3 使用可能なハードウェアのリストから、[フロッピードライブ 1（Floppy drive 1）]を選択します。
ステップ 4 [デバイスタイプ（Device Type）]セクションで、[データベースの既存のフロッピーイメージを使用する

（Use the existing floppy image in the database）]を選択し、[参照（Browse）]をクリックしてフロッピーイ
メージに移動します。

ステップ 5 OKをクリックします。フロッピーイメージが接続されます。
ステップ 6 ツールバーで [CD/DVDドライブ1（CD/DVDDrive1）]> [ローカルディスクの ISOイメージに接続（Connect

to ISO image on local disk）]オプションを選択し、[CD/DVDドライブ 1（CD/DVD Drive1）] > [データスト
アの ISOイメージに接続（Connect to ISO image on a datastore）]を選択してデータストアに移動し、ISOイ
メージを選択して [OK]をクリックします。ISOイメージが接続され、インストールが開始されます。

ステップ 7 （任意）インストールの前にメディアをテストする場合は、 [検出されたディスク（Disc Found）]メッ
セージボックスで [OK]をクリックします。[スキップ（Skip）]を選択すると、インストール前のメディ
アのテストが省略されます。インストールは手動による介入なしで続行されます。パブリッシャがインス

トールされ、サブスクライバがパブリッシャに追加されます。

サブスクライバサーバの設定

ステップ 1 サブスクライバは、パブリッシャがインストールされた後でしかインストールすることができません（無

人インストールにのみ適用可能、タッチレスインストールには無効）。

ステップ 2 「パブリッシャサーバの設定」のステップ 1からステップ 6を実行します。

仮想マシンのタッチレスインストール

タッチレスインストールは、簡易クラスタインストールを促進する既存の無人インストールの拡

張機能です。無人インストールでは、最初に、応答ファイルを使用してパブリッシャサーバに

UnityConnectionをインストールし、パブリッシャサーバのクラスタページにサブスクライバサー
バを追加してから、サブスクライバサーバのインストールを開始します。ただし、タッチレスイ

ンストールでは、パブリッシャサーバでサブスクライバサーバの詳細を手動入力する必要はあり

ません。サブスクライバの詳細は、clusterConfig.xmlファイルまたは AFGツールの
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dynamic-cluster-configurationオプションを介して自動的に更新されます。そのため、新しいクラス
タの展開時の介在やスケジューリングの必要性が最小限に抑えられます。

タッチレスインストールの方法

タッチレスインストールには次の 2つの方法のいずれかを使用できます。

•事前定義クラスタ設定（AFGプロセス）

•タッチレスサーバの自動シーケンシング（Subscriber-Dynamic-Cluster設定）。

事前定義クラスタ設定（AFGプロセス）

このインストール方法では、Answer File Generator（AFG）ツールが、パブリッシャサーバとサブ
スクライバサーバの両方で、既存の platformConfig.xmlファイルとともに clusterConfig.xmlファイ
ルを生成します。AFGツールでサブスクライバサーバの詳細を指定すると、その詳細が
clusterConfig.xmlファイルに書き込まれます。パブリッシャサーバをインストールすると、パブ
リッシャサーバが clusterConfig.xmlファイルを読み取って、サブスクライバサーバを検出した
ら、そのサーバを processnodeテーブルに追加します。サブスクライバサーバが processnodeテー
ブルに追加されれば、パブリッシャサーバのインストールの終了を待って、サーバページでサブ

スクライバサーバを手動で追加する必要がなくなります。つまり、インストールプロセス全体が

自動的に行われます。

タッチレスサーバの自動シーケンシング（dynamic-cluster-configuration）

自動シーケンシング機能では、インストール時にサブスクライバがパブリッシャとともに動的に

設定されます。この機能を使用するには、AFGツールで dynamic-cluster-configurationオプション
を有効にするか、パブリッシャサーバ上でコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドを
使用します。CLIを使用して dynamic-configuration機能を有効にするには、「（任意）CLIを使用
したDynamic-Cluster-Configurationの有効化」を参照してください。このタッチレスインストール
のプロセスでは、clusterconfig.xmlファイルが使用されません。Dynamic Cluster Config Timer（1～
24時間）を有効にして、両方のサーバで同時にインストールを開始する必要があります。時間数
は、パブリッシャがprocessnodeテーブルでサブスクライバエントリを受け取るまでサブスクライ
バが待機する時間です。

タッチレスインストールのタスクリスト

応答ファイルを生成して、タッチレスインストール用のフロッピーイメージを作成するには、次

のタスクを実行する必要があります。

1 パブリッシャサーバとサブスクライバサーバの両方の platformConfig.xmlファイルと
clusterconfig.xmlファイル（AFGプロセス専用）を含む応答ファイルを生成してダウンロード
します。応答ファイルの生成方法の詳細については、「応答ファイルの生成とダウンロード」

を参照してください。
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dynamic-cluster-configuration方式のインストールを使用している場合は、AFGツールで
dynamic-cluster-configurationオプションを有効にして、ステップ 1に従うだけで済みます。

（注）

2 応答ファイルを生成したら、フロッピーイメージを作成します。詳細については、http://
kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1739
を参照してください。

3 クラスタ、パブリッシャ、およびサブスクライバでサーバを展開して設定します。詳細につい

ては、「パブリッシャサーバの設定」と「サブスクライバサーバの設定」の項を参照してく

ださい。

4 パブリッシャサーバをインストールするには、クラスタ展開に関する「パブリッシャサーバ

のインストール」の項を参照してください。

5 以下の場合は、サブスクライバのインストールが続きます。

• dynamic-cluster-configurationタイマーを有効にする。

• clusterConfig.xmlファイルが存在する。

（オプション）

（任意）CLI を使用した Dynamic-Cluster-Configuration の有効化

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンドの set network cluster subscriber dynamic-cluster-config {default | no. of hours}を使用し
て、CLI経由で Dynamic-Cluster-Configurationを最大 1時間有効にすることができます。詳細

ステップ 1   

については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.htmlで、『Command
Line InterfaceGuide for CiscoUnified Communications Solutions, Release 10.0(1)』の「Set command」
の章を参照してください。

CLI経由で新しいクラスタサブスクライバを set network cluster subscriber details <servertype>
<hostname> <ip> <domainname>という形式で追加します。

ステップ 2   

show network cluster CLIを使用して、processnodeテーブル内のエントリを確認することがで
きます。詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/

ステップ 3   

unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.htmlで、『Command
Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions, Release 10.0(1)』の「show
command」の章を参照してください。
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パッチの適用

インストール中にアップグレードを行うには、適切なアップグレードファイルを Cisco.comから
事前に入手しておく必要があります。パッチを適用するには、パブリッシャサーバまたはサブス

クライバサーバのインストール中に表示される [パッチの適用（Apply a Patch）]ウィンドウで [は
い（Yes）]を選択します。インストールウィザードが DVD上のソフトウェアバージョンをイン
ストールしてから、システムを再起動します。

Engineering Special（ES）ではなく、リリースの完全なパッチを所有している場合は、サポー
トされている上位リリースにアップグレードすることができます。

（注）

インストールプロセス中に、ローカルディスク（DVD）か、リモートの FTPまたは SFTPサーバ
からアップグレードファイルにアクセスできます。

ステップ 1 [パッチの適用（Apply a Patch）]ウィンドウで [はい（Yes）]を選択すると、[アップグレード取得メカニ
ズム設定のインストール（Install UpgradeRetrievalMechanismConfiguration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 アップグレードファイルの取得に使用するアップグレード取得メカニズムを選択します。

• [SFTP]：Secure File Transfer Protocol（SFTP）を使用して、リモートサーバからアップグレー
ドファイルを取得します。「リモートサーバからのアップグレード」に進みます。

• [FTP]：FileTransfer Protocol（FTP）を使用して、リモートサーバからアップグレードファイ
ルを取得します。「リモートサーバからのアップグレード」に進みます。

• [ローカル（LOCAL）]：ローカル DVDからアップグレードファイルを取得します。「ロー
カルディスクからのアップグレード」に進みます。

リモートサーバからのアップグレード

任意の SFTPサーバ製品を使用できますが、Cisco Technology Developer Partner Program（CTDP）
を介してシスコが認定するSFTP製品を使用することをシスコでは推奨します。CTDPパートナー
（GlobalSCAPEなど）は、特定のバージョンの Cisco Unified Communications Managerで自社製品
を認定しています。GlobalSCAPEとサポートされている Cisco Unified Communicationsバージョン
を組み合わせて使用する方法については、https://www.globalscape.com/managed-file-transfer/ciscoを
参照してください。シスコでは社内テストに次のサーバを使用しています。いずれかのサーバを

使用できますが、サポートについてはベンダーにお問い合わせください。

• Open SSH（UNIXシステム用。http://sshwindows.sourceforge.net/を参照）

• Cygwin（http://www.cygwin.com/）

• Titan（http://www.titanftp.com/）
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CTDPプロセスでまだ認定されていないサードパーティ製品で問題が発生した場合、サポート
についてはそのサードパーティベンダーに問い合わせてください。

（注）

リモートサーバへの FTPまたは SFTP接続経由のアップグレードを選択した場合は、サーバが
ネットワークに接続できるように、最初にネットワーク設定を構成する必要があります。

ステップ 1 [自動ネゴシエーション設定（Auto Negotiation Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 インストールプロセスでは、自動ネゴシエーションを使用して、イーサネットネットワークインターフェ

イスカード（NIC）の速度と二重化の設定を自動的に設定できます。この設定はインストール後に変更で
きます。

このオプションを使用するには、ハブまたはイーサネットスイッチが自動ネゴシエーションを

サポートしている必要があります。

（注）

•自動ネゴシエーションを有効にするには、[はい（Yes）]を選択します。

[MTU設定（MTU Configuration）]ウィンドウが表示されます。ステップ 4に進みます。

•自動ネゴシエーションを無効にするには、[いいえ（No）]を選択します。[NIC速度およびデュプレッ
クス設定（NIC Speed and Duplex Configuration）]ウィンドウが表示されます。ステップ 3に進みま
す。

ステップ 3 自動ネゴシエーションの無効を選択した場合は、ここで適切なNICの速度とデュプレックスの設定を手動
で選択し、[OK]を選択して続行します。
[MTU設定（MTU Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [MTU設定（MTUConfiguration）]ウィンドウでは、MTUサイズをオペレーティングシステムのデフォル
トから変更できます。

最大伝送単位（MTU）は、このホストがネットワーク上で送信する最大パケットをバイト単位で表したも
のです。ネットワークのMTU設定が不明な場合は、デフォルト値を使用します。

MTUサイズを正しく設定しなかった場合、ネットワークのパフォーマンスに影響する場合があり
ます。

注意

•デフォルト値（1500バイト）を受け入れる場合は、[いいえ（No）]を選択します。

• MTUサイズをオペレーティングシステムのデフォルトから変更する場合は [はい（Yes）]を選択し、
新しいMTUサイズを入力して [OK]を選択します。

[DHCP設定（DHCP Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 ネットワーク設定では、Unity Connectionサーバとゲートウェイの静的ネットワーク IPアドレスをセット
アップするか、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用するかを選択できます。スタティック
IPアドレスの使用が推奨されます。

•ネットワーク内に設定されているDHCPサーバがない場合にDHCPを使用するときは、[はい（Yes）]
を選択します。インストール処理により、ネットワーク接続の確認が行われます。
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•サーバの静的 IPアドレスを設定する場合は、[いいえ（No）]を選択します。[静的ネットワークの設
定（Static Network Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 DHCPを使用しないことにした場合は、静的ネットワーク設定の値を入力して [OK]を選択します。
[DNSクライアント設定（DNS Client Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 DNSを有効にするには、[はい（Yes）]を選択して、DNSクライアント情報を入力し、[OK]を選択しま
す。

システムによりネットワークの設定と接続の確認が行われた後、[リモートパッチ設定（Remote Patch
Configuration）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 8 リモートファイルサーバの場所とログイン情報を入力します。システムによりリモートサーバへ接続さ

れ、使用可能なアップグレードパッチの一覧が取得されます。

アップグレードファイルが Linuxサーバまたは UNIXサーバ上にある場合は、ディレクトリパスの先頭
にスラッシュを入力する必要があります。たとえば、アップグレードファイルが patchesディレクトリに
存在する場合は、/patchesと入力する必要があります。

アップグレードファイルがWindowsサーバ上に配置されている場合は、FTPサーバまたは SFTPサーバ
に接続することになるため、次のような適切な構文を使用するよう注意してください。

•パスの先頭はフォワードスラッシュ（/）で始め、パス全体でフォワードスラッシュを使用します。

•パスはサーバの FTPまたは SFTPルートディレクトリから始める必要があるため、C:などのドライ
ブ文字で始まるWindows絶対パスは入力できません。

[インストールアップグレードパッチ選択（Install Upgrade Patch Selection）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 9 インストールするアップグレードパッチを選択します。システムによってパッチのダウンロード、展開、

インストールが行われ、アップグレードされたソフトウェアバージョンを実行中の状態でシステムが再起

動されます。

システムの再起動後に、[事前準備した設定情報（Pre-existing Configuration Information）]ウィンドウが表
示されます。

ステップ 10 インストールを続行するには、[続行（Proceed）]を選択します。
[プラットフォームインストレーションウィザード（Platform Installation Wizard）]ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 11 インストールを続行する場合は、[続行（Proceed）]を選択します。インストールを中止する場合は、[キャ
ンセル（Cancel）]を選択します。
[続行（Proceed）]を選択した場合は、[パッチの適用（ApplyPatch）]ウィンドウが表示されます。ステッ
プ 12に進みます。

[キャンセル（Cancel）]を選択した場合は、システムが停止して、サーバの電源を安全にオフにすること
ができます。
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ステップ 12 [パッチの適用（Apply Patch）]ウィンドウが表示されたら、[いいえ（No）]を選択します。[基本インス
トール（Basic Install）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 13 [続行（Continue）]を選択してDVD上のソフトウェアバージョンをインストールするか、プレインストー
ルされたソフトウェアを設定して、「パブリッシャサーバのインストール」の項のステップ 7に進みま
す。

ローカルディスクからのアップグレード

ローカルディスクからのアップグレードを行うには、Cisco.comからダウンロードした適切なパッ
チファイルを使用して、事前にアップグレード DVDを作成しておく必要があります。アップグ
レードファイルの ISOイメージをDVD上に作成してください。ISOファイルをDVDにコピーす
るだけでは正しく動作しません。

ステップ 1 [ローカルパッチの設定（Local Patch Configuration）]ウィンドウが表示されたら、必要に応じてパッチ
ディレクトリとパッチ名を入力し、[OK]を選択します。
[インストールアップグレードパッチ選択の確認（Install Upgrade Patch Selection Validation）]ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2 DVD上にあるパッチファイルがウィンドウに表示されます。このパッチを使用してシステムを更新する
には、[続行（Continue）]を選択します。

ステップ 3 インストールするアップグレードパッチを選択します。システムによってパッチのインストールが行わ

れ、アップグレードされたソフトウェアバージョンを実行中の状態でシステムが再起動されます。

システムの再起動後、[事前準備した設定情報（PreexistingConfiguration Information）]ウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 4 インストールを続行するには、[続行（Proceed）]を選択します。
[プラットフォームインストレーションウィザード（Platform Installation Wizard）]ウィンドウが表示され
ます。

ステップ 5 インストールを続行する場合は、[続行（Proceed）]を選択します。インストールを中止する場合は、[キャ
ンセル（Cancel）]を選択します。
[続行（Proceed）]を選択した場合は、[パッチの適用（Apply Patch）]ウィンドウが表示されます。ローカ
ルディスクからのアップグレードに進みます。

[キャンセル（Cancel）]を選択した場合は、システムが停止して、サーバの電源を安全にオフにすること
ができます。
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ステップ 6 [パッチの適用（Apply Patch）]ウィンドウが表示されたら、[いいえ（No）]を選択します。[基本インス
トール（Basic Install）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 [続行（Continue）]を選択してDVD上のソフトウェアバージョンをインストールするか、プレインストー
ルされたソフトウェアを設定して、「パブリッシャサーバのインストール」の項のローカルディスクか

らのアップグレードに進みます。

インストールの確認

アプリケーションのインストールが完了すると、新しいサーバにホスト名と管理アカウントのロ

グインプロンプトが表示されます。

ステップ 1 管理アカウントのユーザ名とパスワードを使用してログインします。

サーバでコマンドラインインターフェイスが開きます。

ステップ 2 サーバネットワークサービスが実行中であることを確認します。

a) CLIプロンプトで、utils service listコマンドを入力します。
すべてのサービスが完全に開始されるまで数分かかる場合があります。この間は、サービスが [起動中
（Starting）]と表示されることに注目してください。

b) すべてのネットワークサービスが [起動済み（Started）]と表示されるまで utils service listコマンドを
繰り返します。

特に、Cisco Tomcatサービスは、次の検証手順に進む前に開始する必要があります。

ステップ 3 サーバの詳細を確認します。

a) サーバへのネットワークアクセスを備えたパーソナルコンピュータでWebブラウザを開きます。Unity
Connectionは、Microsoft Internet ExplorerやMozilla FirefoxなどのさまざまなWebブラウザをサポート
します。

b) Webブラウザで、URL "https://<publisher_ip_address>/cmplatform"を入力します。
c) インストール時に指定した管理者のユーザ名とパスワードを使用して、Cisco Unified OS Administration
にログインします。

d) ツールバーで [表示（Show）] > [システム（System）]の順に選択してシステムステータスページを開
きます。このページには、現在の日付、稼働時間、およびソフトウェアレベルのほかにCPUとメモリ
の使用率が表示されます。

e) [表示（Show）]メニューを使用して以下を確認します。

•クラスタ：単一のサーバまたはクラスタの場合は両方のサーバの IPアドレス、ホスト名、エイリ
アス、サーバタイプ、およびデータベースレプリケーションステータスが表示されます。

•ハードウェア：プラットフォームタイプ、シリアル番号、ハードウェア、およびその他のオプ
ション
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•ネットワーク：現在のネットワークインターフェイスの設定、ステータス、およびパケット数

•ソフトウェア：現在のアクティブまたは非アクティブなソフトウェアパーティション

ステップ 4 サーバステータスを確認します。

a) Webブラウザで、URL "https://<publisher_ip_address>/cuadmin"を入力します。
b) [Cisco Unity Connection Administration]ウィンドウが開きます。ナビゲーションペインで [Cisco Unity

Connection Serviceability]を選択します。インストール時に指定したアプリケーションのユーザ名とパ
スワードを使用してログインします。

c) [ツール（Tools）] > [クラスタ管理（ClusterManagement）]の順に選択します。これにより、単一のサー
バまたはクラスタの場合は両方のサーバのサーバステータスが表示されます。スタンドアロンサーバ

展開では、サーバにプライマリステータスが表示されるのに対して、クラスタの場合は、一方のサー

バにプライマリステータスが、もう一方のサーバにセカンダリステータスが表示されます。

Cisco Unity Connection Survivable Remote Site Voicemail のインストール
Cisco Unity Connection Survivable Remote Site Voicemail（SRSV）サーバは、次の CLIコマンドを使
用してスタンドアロン Unity Connectionサーバを変換することによってインストールします。

utils cuc activate CUSRSV

Unity Connection SRSVをインストールしたら、スタンドアロン Unity Connectionサーバに戻す
ことはできません。

警告

変換を実行すると、すべての既存の Unity Connection設定が失われます。注意

無制限版の Unity Connection SRSVは、無制限版の Unity Connection（中央）サーバでのみ動作
します。

（注）

インストール後のタスク
サーバに Unity Connectionをインストールしたら、システムをアプリケーション用に設定する前
に、次の追加のタスクを実行する必要があります。

• Unity Connectionサーバのライセンスを取得します。そのためには、Cisco Smart Software
Manager（CSSM）またはCisco Smart SoftwareManagerサテライトに製品を登録する必要があ
ります。
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詳細については、「ライセンスの管理」の章を参照してください。

•（任意）アプリケーションパスワードを変更します。

Cisco Unity Connection AdministrationWebアプリケーションを使用してパスワードを変更する
ことも、サーバにログインして次の CLIコマンドを実行することもできます

utils cuc reset password

•追加の言語が必要な場合は、それらをインストールします。

詳細については、「Unity Connection言語の追加または削除」の項を参照してください。

• Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool（RTMT）をインストールします。

Cisco Unified Real Time Monitoring Toolを使用して、システムの健全性をモニタしたり、ログ
を表示または収集したりすることができます。RTMTの詳細については、http://www.cisco.com/
c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-maintenance-guides-list.htmlで、『Cisco Unified Real-TimeMonitoring Tool Administration
Guide Release 10.x』を参照してください。

（任意）：指定された電子メールアドレスに電子メール経由でアラート通知を送信するよう

に RTMTを設定できます。電子メールアラートの有効化の詳細については、『Cisco Unified
Real-TimeMonitoring Tool AdministrationGuide』の「Enable email alerts」を参照してください。

• Unity Connection機能サービスをアクティブにします。

サービスアクティベーションの要件については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
voice_ip_comm/connection/12x/serv_administration/b_12xcucservag.html [英語]で、『Cisco Unified
Serviceability Administration Guide Release 12.x』を参照してください。https://www.cisco.com/c/
en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/12x/serv_administration/b_12xcucservag.html

•バックアップを設定します。詳細については、「CiscoUnityConnectionコンポーネントのバッ
クアップと復元」の章を参照してください。

インストールの問題のトラブルシューティング
インストール中に発生した問題をトラブルシューティングするには、この項の手順に従います。

•インストール中に問題が発生したら、ログファイルを検査します。ログファイルを表示す
るには、コマンドラインインターフェイスで次のコマンドを使用します。

コマンドラインからインストールログファイルの一覧を取得するには、次のように入力し

ます。

CLI>file list install *

コマンドラインからログファイルを表示するには、次のように入力します。

CLI>file view install log_file

ここで、log_fileはログファイルの名前です。

また、Cisco Unified Real Time Monitoring Toolを使用してログを表示することもできます。
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http://docwiki.cisco.com/wiki/How_to_Dump_Install_Logs_to_the_Serial_Port_of_the_Virtual_Machineに
記載されている「Dumping Install Logs」の手順を使用して、仮想マシンのシリアルポートにイン
ストールログをダンプすることができます。

インストールの問題のトラブルシューティングの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/voice_ip_comm/connection/12x/troubleshooting/guide/b_12xcuctsg.html [英語]で、『Troubleshooting
Guide for Cisco Unity Connection Release 12.x』を参照してください。
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