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はじめに  

Microsoft Lync は、いつでも、だれとでも、どこからでも利用でき、人と人との "つなが

り" を実感できる、新しいコミュニケーション エクスペリエンスを提供し、コラボレーシ

ョンを変革します。また高い信頼性と安全性、既存システムとの高度な連携、導入や開発

の柔軟性と選択肢によって、TCO の劇的な削減と、円滑な導入、移行、保守が可能です。

本書では、Lync Server 2010 アーカイブ サーバー および 監視サーバーを展開するため

の要件および手順について記載します。 

 

 第一部 アーカイブ サーバーの概要 

Lync Server 2010 アーカイブ サーバーを展開するために必要な構成要素
について説明します。 

 

 第二部 監視サーバーの概要 

Lync Server 2010 監視サーバーを展開するために必要な構成要素について
説明します。 

 

 第三部 Lync Server 2010 アーカイブ サーバーの導入 

既存の Lync Serve 2010 環境に対して、アーカイブ サーバーを導入する手
順について説明します。 

 

 第四部 Lync Server 2010監視サーバーの導入 

既存の Lync Serve 2010 環境に対して、監視サーバーを導入する手順につ
いて説明します。 
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第一部 アーカイブ サーバーの概要 

この章では、Lync Server 2010 のアーカイブ サーバーを展開する

ために必要な構成要素について説明します。 
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1.1 Lync Server 2010 アーカイブ サーバーの概要 

企業などの組織に対する、特定の種類の通信を保持することに関する、業界および政府機

関による規制が増えています。 Microsoft Lync Server 2010 は、アーカイブ サーバーの

機能により、Lync Server 2010 経由で送信されるインスタント メッセージング (IM) の

コンテンツ、ミーティング (会議) コンテンツ、またはその両方をアーカイブできます。 

アーカイブを有効にすると、ユーザーが関与するすべてのマルチパーティ会議のインスタ

ント メッセージもアーカイブできます。 

 

 

 

次の種類のコンテンツがアーカイブされます。 

 ピアツーピアのインスタント メッセージ 

 マルチパーティ インスタント メッセージ 

 アップロードされたコンテンツ (配付資料など) およびイベント関連のコンテンツ 

(参加、退席、アップロード、共有、表示設定の変更など) を含む会議コンテンツ 

 

次の種類のコンテンツはアーカイブされません。 

 ピアツーピアのファイル転送 

 ピアツーピアのインスタント メッセージおよび会議の音声ビデオ 

 ピアツーピアのインスタント メッセージおよび会議のアプリケーション共有 

 会議のコメントおよび投票 
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1.2 アーカイブ用のコンポーネントとトポロジ 

電話会議の内容を含め、Microsoft Lync Server 2010 を通して送信される IM の内容をア

ーカイブできるようにするには、Lync Server でのサーバーの役割であるアーカイブ サ

ーバーを展開します。 アーカイブ サーバーを展開するには、まずトポロジ ビルダーを使

用してアーカイブ サーバーを定義し、トポロジを公開して、アーカイブ サーバーとして

設定するサーバーで Lync Server 2010 をインストールおよび構成します。 

1.2.1 サポートされるコンポーネント 

アーカイブ サーバー機能には次のコンポーネントが含まれます。 

 アーカイブ エージェント 

すべてのフロント エンド サーバーと Standard Edition サーバーに自動的にイン

ストールおよびアクティブ化されます。 アーカイブ エージェントは、アーカイブす

るメッセージをキャプチャし、アーカイブ サーバー上の目的のキューに送信します。 

アーカイブ エージェントは自動的にアクティブ化されますが、メッセージの実際のキ

ャプチャは、アーカイブ サーバーが展開され、フロント エンド プールまたは 

Standard Edition サーバーに関連付けられ、アーカイブが有効にされるまでは行わ

れません。 アーカイブは、グローバル レベル、サイト レベル、または特定のユーザ

ーの場合に有効にすることができます。 

 アーカイブ サーバー 

フロント エンド サーバーのアーカイブ エージェントからメッセージを読み取り、ア

ーカイブ バックエンド データベースに書き込むサーバーの役割です。 

 アーカイブ サーバー バックエンド データベース 

SQL Server 上で稼働し、アーカイブされたメッセージを格納します。 このデータベ

ースは、アーカイブ サーバーと同じコンピューターに併置するか、別のコンピュータ

ーに配置することができます。 
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1.2.2 サポートされるトポロジ  

アーカイブ サーバーは、1 つ以上のフロント エンド プールまたは Standard Edition 

サーバーからメッセージをアーカイブできます。 中央サイトおよび関連付けられたブラン

チ サイトのすべてのフロント エンド プールおよび Standard Edition サーバーは、同

じアーカイブ サーバーを使用する必要があります。 次の図のように、アーカイブ サーバ

ーでは、2 つのトポロジがサポートされます。 

< 図 1 複数のプールをサポートする アーカイブ サーバー > 

 

 

< 図 2 複数のプールをサポートする アーカイブ サーバー > 

 

 

－メモ－ 

複数のアーカイブ サーバーを、別のコンピューターで実行される単一のアーカイブ 

データベースに関連付けることもできます。 
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1.2.3 サポートされる配置  

Lync Server 2010 は、柔軟性のある多様な配置シナリオをサポートします。組織が小さ

い場合は、1 台の物理サーバーで複数のコンポーネントを実行することでハードウェア 

コストを削減します。 

 

 

 

スケーラビリティとパフォーマンスが必要な大規模な組織の場合は、複数のサーバーにコ

ンポーネントを分散させることができます。 

 

 

アーカイブ サーバーは、監視サーバーやフロント エンド プールの SQL データベース

ストア、またはフロント エンド プールのファイル ストアと併置できます。 また、アー

カイブ データベースは、アーカイブ サーバーを実行する同じコンピューターか、監視サ

ーバーを実行する同じコンピューターに併置することもできます。 アーカイブ データベ

ースは、監視サーバーのデータベース、応答グループ アプリケーション データベース、

または専用データベース サーバーを含む 1 つ以上の他のデータベースと併置すること
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もできます。 さらに、フロント エンド プールのバックエンド データベースとして使用

するのと同じ SQL Server を使用することもできます。また、アーカイブ サーバー デー

タベースをホストするサーバーで、別のデータベースをホストすることもできます。  
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1.3 アーカイブの技術要件 

1.3.1 アーカイブ サーバーの前提条件  

アーカイブ サーバーを展開する前に、次のソフトウェアをインストールする必要がありま

す。 

 Windows オペレーティング システムおよび必要な Windows 更新プログラム 

アーカイブ サーバー、アーカイブ データベース、アーカイブ ファイル共有などのア

ーカイブ コンポーネントを展開する各サーバーでサポートされるハードウェアにイ

ンストールします。 

 Lync Server 2010 を実行するすべてのサーバーに必要なソフトウェア 

 Microsoft .NET 3.5 SP1 

 Visual C++ (再頒布可能) 

 Visual J# (再頒布可能) 

 URL Rewrite Module version 2.0 (再頒布可能) 

 Windows Media フォーマット ランタイム 

 Windows PowerShell 2.0 

 Windows Installer version 4.5  

 Active Directory 統合が有効になっているメッセージ キュー 

アーカイブ サーバーを実行するサーバーと、インスタント メッセージング (IM) を

アーカイブするユーザーをホストしている各フロント  エンド  サーバーおよび 

Standard Edition サーバーにインストールします。 

 SQL Server 

アーカイブ データベースをホストするコンピューターにインストールします。 

また、アーカイブ ファイル ストア用のファイル記憶域を使用できるようにしておく必要

があります。 

1.3.2 拡張  

最適なスケーラビリティを実現するには、アーカイブ サーバーを別のサーバーの役割と共

に配置したり、アーカイブ データベースを別のデータベースと共に配置せず、専用のサー

バーとすることをお勧めします。 

1 台のアーカイブ サーバーで最大 500,000 ユーザーがサポートされます。複数のプール

の合計ユーザー数が 500,000 ユーザー未満の場合は、管理およびデータの取得を容易に

するために、それらのすべてのプールを 1 台のアーカイブ サーバーに関連付けることを

お勧めします。 

アーカイブが組織にとってミッションクリティカルな場合は、アーカイブできなくなった

場合に機能をブロックするように Lync Server を構成する必要があります。 ブロックを

有効にした場合、ブロックは失敗したワークロードにのみ適用されます。たとえば、失敗

が会議にのみ影響する場合、問題が解決されるまで会議はブロックされますが、他のワー
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クロード (エンタープライズ VoIP など) はブロックされません。 

1.3.3 アーカイブ データベースのパフォーマンス  

パフォーマンスを最適化するために、ファイルは次のように分けて 3 つの物理ディスク

に格納することをお勧めします。 

 システム ファイルとメッセージ キュー ファイル (同じ物理ディスク) 

 アーカイブ サーバー データベースのデータ ファイル 

 アーカイブ サーバー データベースのログ ファイル 

 

アーカイブ サーバー データベースを他のデータベースと同じサーバーに配置する場合、

アーカイブ サーバー データベースは、他のデータベースとは別のインスタンスで実行す

るようにしてください。さらに、パフォーマンスを最適化するには、アーカイブ サーバー 

データベースのデータ ファイルとログ ファイルを別々の物理ディスクに格納する必要が

あります。アーカイブ サーバー データベースを他のデータベースと共に配置する場合は、

その前にパフォーマンスへの影響を十分に評価するようにしてください。 

1.3.4 アーカイブ データベースのサイズ  

Lync Server のユーザー モデルに基づいて、アーカイブ データベースは 1 日あたりユ

ーザーごとに 49 KB 増加します。データベース サイズの見積もりには次の式を使用しま

す。 

 データベース サイズ = (DB のユーザー 1 人あたりの 1 日の増加量) * (ユーザー

数) * (日数) 

たとえば、50,000 人のユーザーの 15 日分のアーカイブ データベースのデータは 49 * 

50,000 * 15 で、合計すると 35 GB になります。組織の IM の使用状況がユーザー モデ

ルと大きく異なる場合は、データベースの 1 日あたりの予想増加量を調整してください。 

この式の結果と、組織の法令順守の必要性や、アーカイブ データベース サーバーの使用

可能なディスク領域に関する情報に基づいて、データベースにデータを保持する日数を決

めることができます。 削除が有効になっている場合、既定では 14 日ごとにアーカイブ 

データが削除されます。 

 

1.3.5 アーカイブの構成 

アーカイブを構成するには、アーカイブ ポリシーを使用して、次の情報を指定します。 

 アーカイブするワークロード(IMセッション、Web会議セッション) 

 アーカイブする通信(内部通信、外部通信) 

 アーカイブが失敗時のセッションの禁止の有効化 

 アーカイブの削除の有効化および実施方法 
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1.3.6 ポリシーのスコープ 

Lync Server 2010では、グローバル、サイト、プール、ユーザーの 4つのスコープに対し

てポリシーを割り当てることができます。 

これらのスコープは階層構造となっており、上位のスコープで設定したポリシーは下位の

スコープにも継承されます。また下位のスコープに独自のポリシーを適用した場合は、上

位のポリシーは上書きされます。 
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第二部 監視サーバーの概要 

この章では、Lync Server 2010 の監視サーバーを展開するために

必要な構成要素について説明します。 
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2.1 Lync Server 2010 監視サーバーの概要 

監視サーバーは、ネットワークおよびエンドポイント上のメディア品質を示す数値データ、

ボイス オーバー IP (VoIP) 通話、インスタント メッセージング (IM) メッセージ、音声

ビデオ (A/V) 会話、会議、アプリケーション共有、およびファイル送信に関連する使用情

報、および失敗した通話に関する通話エラーおよびトラブルシューティング情報を収集で

きる、Microsoft Lync Server 2010のサーバーの役割です。  

 

 

2.1.1 機能コンポーネント  

CDR および QoE データの収集と報告を行うには、Lync Server 2010 のサーバー役割で

ある監視サーバーを展開します。 これには、トポロジ ビルダーを使用して展開を定義し、

次にトポロジ ビルダーで定義した構成情報を使用して Lync Server 展開ウィザードを

実行します。 

監視サーバーは、Microsoft SQL Server を使用する監視サーバー データベースも必要と

します。 

監視サーバー レポートを展開するには、SQL Server Reporting Services をインストール

する必要があります。 Reporting Services は、監視サーバーをホストする SQL サーバ

ーの同じインスタンスか、SQL Server の別のインスタンスにインストールできます。 
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2.2 監視用コンポーネントとトポロジ  

2.2.1 監視用コンポーネント 

監視サーバー機能には次のコンポーネントが含まれます。 

 データ収集エージェント 

すべてのフロント エンド サーバーに自動的にインストールされます。 CDR エージ

ェントは、SIP メッセージを取得し、データを監視サーバー上の目的のキューに送信

します。 QoE エージェントは、SIP SERVICE 要求を使用してエンドポイントから 

QoE データのレポートを受信し、HTTP POST を使用して、データを監視サーバー

上の目的のキューまたはサードパーティのコンシューマーに送信します。  

 監視サーバー 

メッセージ キューから受信したデータを維持して SQL Server の監視サーバー デ

ータベースに送信します。 これには、CDR サービスと QoE サービスの 2 つの部

分があります。 レジストラー プールからデータを収集するには、トポロジ ビルダー

を使用して監視サーバーとレジストラー プールを関連付けます。  

 監視サーバー データベース 

SQL Server 上で実行し、収集されたデータを格納します。 CDR と QoE の情報は

それぞれ別々のデータベースに格納されますが、どちらのデータベースも常に SQL 

Server の同じインスタンスで実行されます。 監視サーバー データベースでは SQL 

Server 全体が必要です。 SQL Server Express はサポートされていません。 

 メッセージ キュー 

各監視サーバー、および監視サーバーにデータを報告する各フロント エンド サーバ

ーで実行する必要があります。 メッセージ キューは、データをデータ収集エージェ

ントから監視サーバーに送信できるようにするため、Active Directory ドメイン サ

ービス (AD DS) として各サーバーにインストールする必要があります。 

 Systems Center Operations Manager 管理パック(オプション) 

Microsoft System Center Operations Manager (formerly Microsoft Operations 

Manager) のコンポーネントの通話の信頼性とメディア品質の監視では、監視サーバ

ーの CDR および QoE データを使用して、通話の信頼性とメディア品質の状態を示

すほぼリアルタイムの通知を生成します。  

 監視サーバー レポート(オプション) 

このコンポーネントにはすぐに使用可能なレポートが含まれており、CDR および 

QoE データベースに保存されている CDR および QoE データに基づいて、使用法、

通話診断情報、およびメディア品質情報を提供します。 レポートは、SQL Server 

Reporting Services によって生成されます。 
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2.2.2 監視サーバーのトポロジ  

各監視サーバーは、1 つ以上の Enterprise Edition のプール、および Standard Edition 

サーバーからデータを収集できます。 監視サーバーを展開するときには、監視サーバーを

監視対象のプールまたはサーバーに関連付けます。 次の図に、監視サーバーでサポートさ

れる 2 つのトポロジを示します。 

 

< 図 5 複数のプールをサポートする 監視サーバー > 

 

< 図 6 1つのプールと仲介サーバーをサポートする 監視サーバー > 
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2.2.3 サポートされる配置  

Lync Server 2010 は、柔軟性のある多様な配置シナリオをサポートします。組織が小さ

い場合は、1 台の物理サーバーで複数のコンポーネントを実行することでハードウェア 

コストを削減し、スケーラビリティとパフォーマンスが必要な大規模な組織の場合は、複

数のサーバーにコンポーネントを分散させることができます。スケーラビリティは、監視

サーバーまたはそのデータベースを他のサーバーの役割またはデータベースと共に配置す

るかどうかを決定する際に考慮する必要がある要素です。 

また、監視サーバーとアーカイブ サーバーを併置することもできます。監視サーバーとア

ーカイブ サーバーを一緒に配置する場合、それらのデータベースは、同じサーバーでホス

トすることも、別のサーバーに一緒に配置することも、異なるデータベース サーバーに分

離して配置することもできます。 

監視サーバーと監視サーバー データベースは、次の図に示すように、同じサーバーに併置

するか、別々のサーバーにインストールすることができます。 

< 図 7 監視サーバー データベースの併置 > 

 

< 図 8 監視サーバー とデータベースを別々のサーバーにインストール > 
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－メモ－ 

1 つ以上の他の Lync Server データベース (バックエンド データベース、アーカイブ デ

ータベース、応答グループ アプリケーション データベースなど) と併置された監視サー

バー データベースやサードパーティのデータベース製品と共に配置された監視サーバー 

データベースを使用することもできます。 

2.2.4 拡張  

監視サーバーを展開するときには、その監視サーバーを 1 つ以上のフロント エンド プ

ールと関連付けます。 これにより監視サーバーは、関連付けられたプールからデータを収

集します。  

最適なスケーラビリティを実現するには、監視サーバーを別のサーバーの役割と共に配置

したり、監視サーバー データベースを別のデータベースと共に配置したりしないでくださ

い。 監視サーバーとは別のコンピューターで監視サーバー データベースをホストしても、

パフォーマンスはそれほど向上しません。 

推奨されるハードウェア構成を使用し、同じコンピューターに監視サーバーと監視データ

ベースを併置する場合、1 つの監視サーバーで 250,000 までのユーザーにサービスを提

供できます。 複数のプールの合計ユーザー数が 250,000 ユーザー未満の場合は、管理し

やすくするために、それらのすべてのプールを 1 つの監視サーバーに関連付けることを

お勧めします。 ただし、プールが物理的に異なる場所にある場合は、それぞれの場所に監

視サーバーを展開した方が有効な場合もあります。 

2.2.5 監視データベースのパフォーマンス  

パフォーマンスを最適化するために、以下のファイルを 4 つの物理ディスクに分けて格

納することをお勧めします。 

 システム ファイルとメッセージ キュー ファイル (同じ物理ディスク) 

 QoE データベースのデータ ファイルと CDR データベースのデータ ファイル (同

じ物理ディスク) 

 QoE データベースのログ ファイル 

 CDR データベースのログ ファイル 

 

監視サーバー データベースを他のデータベースと同じサーバーに配置する場合、監視サー

バー データベースは、他のデータベースとは別のインスタンスで実行するようにしてくだ

さい。 さらに、パフォーマンスを最適化するには、監視サーバー データベースのデータ フ

ァイルとログ ファイルを別々の物理ディスクに格納する必要があります。監視サーバー 

データベースを他のデータベースと共に配置する場合は、その前にパフォーマンスへの影

響を十分に評価するようにしてください。 
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2.2.6 監視データベースのサイズ  

Lync Server のユーザー モデルを基にすると、CDR データベースは 1 日にユーザーあ

たり 31.5 KB 増大し、QoE データベースは 1 日にユーザーあたり 28 KB 増大します。

データベース サイズを見積もるには、次の式を使用します。 

 データベース サイズ = (DB のユーザー 1 人あたりの 1 日の増加量) * (ユーザー

数) * (日数)  

たとえば、 50,000 人のユーザーの  60 日分の  CDR データベースのデータは 

31.5*50000*60 で、合計すると 90 GB になります。 組織の Lync Server がユーザー モ

デルと大きく異なる場合は、データベースの 1 日あたりの予想増加量を調整してくださ

い。 

この式を使用して、結果をデータベースの使用可能なディスク領域と比較すると、データ

ベースにデータを保持する日数を決める際に役立ちます (既定では 60 日間です)。 

2.2.7 レポートのパフォーマンス  

パフォーマンスの影響を受けるもう 1 つの要素にレポートがあります。 提供されている

一連の標準レポートはほとんどのシナリオで使用できるように設計されていますが、膨大

なデータのレポート (1,000 万通話分の QoE レポートなど) が必要な場合は、オフライ

ン レポート ソリューションの方が適している場合があります。 リソースがデータ挿入と

競合するのを防止するため、混雑していない時間帯にレポートを照会するようお勧めしま

す。 また、照会を実行する間、監視データベースのサイズがデータベース サーバーの物

理メモリよりも大きくなると、監視サーバーのレポート機能のパフォーマンスに影響する

場合があります。 

2.2.8 監視サーバーの前提条件  

監視サーバーを展開する前に、次のソフトウェアをインストールする必要があります。 

 監視サーバーとして使用するサーバーに AD DS統合モードのメッセージ キュー 

 Microsoft SQL Server データベース ソフトウェアおよび SQL Server Reporting 

Services 
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第三部 Lync Server 2010 アーカイブ サーバー の導入 

この章では、すでに構築されている Lync Serve 2010 環境に対して、

アーカイブ サーバーを展開する手順について説明します。 

この章を読むことで、Lync Server 2010 アーカイブ サーバーの基本

的なインストール手順を理解することができます。 
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3.1 今回構築するシステム構成 

3.1.1  システム構成の確認 

今回のシナリオで構築される環境は、次の通りです。 

 

既存の Lync Server 2010 Enterprise Edition 環境に、Lync Server 2010 アーカイブ サ

ーバーを展開します。 

それぞれのコンピューターの役割は、次の通りです。 

 

 DC01 (IPアドレス：192.168.1.200) 

・ ドメイン コントローラー 

・ DNS サーバー 

・ エンタープライズのルート CA 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 LS-FE01 (IP アドレス：192.168.1.101) 

・ Lync Server 2010 フロントエンド サーバー 

・ 音声ビデオ会議サーバー 

・ Windows Server 2008 R2 

 LS-FE02 (IP アドレス：192.168.1.102) 

・ Lync Server 2010 フロントエンド サーバー 

・ 音声ビデオ会議サーバー 
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・ Windows Server 2008 R2 

 

 SQL01 (IP アドレス：192.168.1.110) 

・ Lync Server 2010 バックエンド サーバー 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 EX01 (IP アドレス：192.168.1.201) 

・ Exchange メールボックス サーバー 

・ Exchange クライアント アクセス サーバー 

・ Exchange ハブ トランスポート サーバー 

・ Microsoft Exchange Server 2010 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 Client01 (IP アドレス：192.168.1.51) 

・ Microsoft Lync 2010 

・ Microsoft Office 2010 

・ Windows 7 

 

 Client02 (IP アドレス：192.168.1.52) 

・ Microsoft Lync 2010 

・ Microsoft Office 2010 

・ Windows 7 

 

 LS-ARC01 (IPアドレス：192.168.1.203) 

・ Lync Server 2010 アーカイブ サーバー 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 

・ Windows Server 2008 R2 

3.1.2  システム構築の事前作業 

今回のシナリオの構築手順の前提として、以下の作業を事前に完了させておきます。 

 

 DC01 (IPアドレス：192.168.1.200) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレスの設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) の構築 

・ DNS サーバーの構成 

・ 各コンピューターに対する DNSの Aレコードの作成 

・ Active Directory 証明書サービスの構成 
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・ User01 (user01@contoso.com) 、User02 (user02@contoso.com)の登録 

 

 LS-FE01 (IPアドレス：192.168.1.101) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Lync Server 2010 Enterprise Edition のフロントエンドサーバー 

・ Lync Server 2010 管理ツールのインストール 

 

 LS-FE02 (IPアドレス：192.168.1.102) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Lync Server 2010 Enterprise Edition のフロントエンドサーバー 

・ Lync Server 2010 管理ツールのインストール 

 

 SQL01 (IP アドレス：192.168.1.110) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 のインストール 

・ Windows ファイヤーウォールの構成 

・ Lync Server 2010 バックエンドデータベースの構成 

・ 共有フォルダーの構成 

 

 EX01 (IP アドレス：192.168.1.201) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Microsoft Exchange Server 2010 のインストール 

・ ユーザーメールボックスの作成 (User01、User02) 

 

 LS-ARC01 (IPアドレス：192.168.1.203) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 のインストール 

・ Windows ファイヤーウォールの構成 

 

 Client01 (IP アドレス：192.168.1.51) 
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・ Windows 7 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ ドメインユーザーに対するローカル管理者権限の割り当て 

・ Microsoft Office Outlook 2010 のインストール 

・ Outlook プロファイルの作成 (User01用) 

 

 Client02 (IP アドレス：192.168.1.52) 

・ Windows 7 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ ドメインユーザー に対するローカル管理者権限の割り当て 

・ Microsoft Office Outlook 2010 のインストール 

・ Outlook プロファイルの作成 (User02、User03用) 

 

－メモ－ 

前提となる環境の展開方法は、「Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガ

イド インストール編 ~Enterprise Edition~」をご確認ください。 
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3.2 アーカイブ サーバーの展開 

3.2.1 共有フォルダーの作成 

Lync Server 2010 アーカイブ機能を使用するには、インスタント メッセージング (IM) 

のコンテンツおよび、会議コンテンツのアーカイブを行う場合は、ドキュメント、Microsoft 

PowerPoint プレゼンテーション、および共有ファイルを含むすべての会議コンテンツが

ファイル共有に保存されます。共有フォルダーは、Lync Server 2010 を実行するサーバ

ー上で作成する以外にも、別のサーバー上で作成することもできます。本ドキュメントで

は、アーカイブ サーバーの C ドライブのルートに、share という共有フォルダーを作成

します。 

 

1. サーバー LS-ARC01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. エクスプローラーから、C ドライブを表示します。 

 

3. C ドライブの任意の場所で右クリック、[新規作成]－[フォルダー] をクリックします。 

 

 

4. 新たに作成したフォルダー名を、share に変更します。 
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5. Shareフォルダーを右クリック、[共有]－[特定のユーザー] をクリックします。 

 

 

6. 表示されるページで、[共有] をクリックします。 

 

－メモ－ 

ここで設定した共有アクセス許可は、後述のトポロジ ビルダーにより自動的に最適な構成

に変更されるため、既定のアクセス許可で構いません。 
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7. [ユーザーのフォルダーは共有されています] ページで、内容を確認して [終了] をク

リックします。 

 

 

8. エクスプローラーを終了します。 

3.2.2 メッセージキューサービスの追加 

アーカイブ サーバーを展開する前に、アーカイブ サーバーを実行するサーバーおよび各

フロント エンド サーバーに、Active Directory ドメイン サービス統合が有効になって

いるメッセージ キュー (別名 MSMQ) をインストールする必要があります。メッセージ 

キューをインストールするには、以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] - [管理ツール] - [サーバー マネージャ

ー] をクリックします。 
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3. [機能の追加] をクリックします。 

 

 

4. [メッセージ キュー] に展開し、[メッセージ キュー サービス] を展開し、[メッセー

ジ キュー サービス] および [ディレクトリ サービス統合] チェック ボックスがオ

ンにし、[次へ]をクリックします。 
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5. [インストール オプションの確認]で、[インストール] をクリックします。 

 

 

6. [インストールの結果]で、[閉じる] をクリックし、インストールを完了します。 

 

 

7. ここまでの手順を繰り返して、サーバー LS-FE02および、LS-ARC01で同様の構成

を行います。  
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3.2.3 トポロジへのアーカイブ サーバーの追加 

Microsoft Lync Server 2010 のソフトウェアをインストールしてアーカイブ サーバーを

セットアップする前に、アーカイブ サーバーをトポロジに取り込む必要があります。アー

カイブ サーバーをトポロジに追加するには、以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Microsoft Lync Server 2010] – 

[Lync Server トポロジ ビルダー] をクリックし、トポロジ ビルダーを起動します。 

 

3. [トポロジ ビルダー]で、トポロジ ドキュメントのソースを選択します。ここでは、

既存のトポロジ ドキュメント ファイルを選択するため、[トポロジをローカル ファ

イルから開く]をします。 

 

 

4. 既存のトポロジ ドキュメント ファイルを選択し、開くをクリックします。 
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5. コンソール ツリーの [サイト名(contoso first site)] を展開し、[アーカイブ サーバ

ー] を右クリックし、[新しいアーカイブ サーバー] をクリックします。 

 

 

6. [完全修飾ドメイン名の定義] の [FQDN] で、追加するアーカイブ  サーバーの

FQDNとして、「LS-ARC01.contoso.com」を指定し、[次へ] をクリックします。 
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7. [SQL ストアの定義] で、[新しい SQL ストアの定義] をクリックし、[SQL Sever の 

FQDN] で、新しい SQL ストアを作成する対象の SQL Server の FQDN として、

「LS-ARC01.contoso.com」を指定し、[既定のインスタンス] を選択し、[次へ]をク

リックします。 

 

 

8. [ファイル ストアの定義] ダイアログ ボックスで、[新しいファイル共有の定義] をク

リックし、[ファイル サーバーの FQDN] で、「LS-ARC01.contoso.com」を指定し、

[ファイル共有] で、「share」を入力し、[次へ]をクリックします。 
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9. [フロント エンド プールの関連付け] ダイアログ ボックスの [未割り当てプール] 

の一覧で、「LS2010.contoso.com」をオンにし、[完了] をクリックします。 

 

 

10. アーカイブ サーバーをトポロジに追加するウィザードが終了したら、トポロジ ビル

ダーのナビゲーション ウィンドウの[アーカイブ サーバー] ノードの下に追加した

[LS-ARC01.contoso.com]が表示されていることを確認します。 
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3.2.4 更新したトポロジの公開 

トポロジ ビルダーでトポロジを更新した後は、アーカイブ サーバーをインストールして

構成する前に、中央管理ストアに対してそのトポロジを公開する必要があります。 このデ

ータの読み取り専用コピーはトポロジ内のすべてのサーバーにレプリケートされ、すべて

のサーバーは、トポロジおよび他の構成の変更と同期された状態で維持されます。更新さ

れたトポロジを公開するには 以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Microsoft Lync Server 2010] – 

[Lync Server トポロジ ビルダー] をクリックし、トポロジ ビルダーを起動します。  

 

3. コンソール ツリーで [Lync Server 2010] を右クリックし、次に [トポロジの公開] 

をクリックします。 

 

4. [トポロジの公開] ページで、[次へ] をクリックします。 
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5. [公開完了のウィザード] ページで、トポロジが正常に公開されたことを確認し、[完了] 

をクリックします。 

 

3.2.5 アーカイブ サーバーのインストール 

Lync Server 展開ウィザードでは、トポロジ ビルダーで生成した構成ファイルを使用し

て、必要なファイルをインストールしてアーカイブ サーバーをセットアップします。 

 

－メモ－ 

Visual C++ 2008 (再頒布可能) と Visual J# Version 2.0 (再頒布可能) がコンピュータ

ーにまだインストールされていない場合、インストール ウィザードによって通知され、

それらが自動的にインストールされます。 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、メッ

セージ キュー、Windows PowerShell バージョン 2.0、および Windows Installer バ

ージョン 4.5 が、アーカイブ サーバーとして展開しているサーバーに既にインストール

されている必要があります。また、SQL Server が、アーカイブ データベースを配置す

るサーバーに既にインストールされている必要があります。 次の手順では、すべての必

要なソフトウェアが既にインストールされていることを前提としています。  

 

アーカイブ サーバーをインストールするには、以下の手順を実行します。 

1. サーバー LS-ARC01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. Lync Server インストール メディアから Lync Server 展開ウィザードを起動しま

す。 
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3. Lync Server 展開ウィザードの最初のページで、インストール場所を指定します (既

定では、C:¥Program Files¥Microsoft Lync Server 2010)。 

 

4. [使用許諾契約書] ページで、使用許諾契約書の内容を確認して、[使用許諾契約書に同

意します] チェック ボックスをオンにして続行し、[OK] をクリックします。 
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5. [ようこそ] ページで、[Lync Server システムのインストールまたは更新] をクリック

します。 

 

 

6. [手順 1: ローカル構成ストアのインストール] で、[実行] をクリックします。 
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7. [中央管理ストアのローカル レプリカの構成] ページで、[中央管理ストアから直接取

得 (中央管理ストアの読み取りアクセス権が必要)] をクリックし、[次へ]をクリック

します。 

 

 

8. 必要なコマンドを実行します。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 
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9. 続けて、展開ウィザードで、[手順 2: Lync Server コンポーネントの設定または削除] 

の横の [実行] をクリックします。 

 

 

10. Lync Server コンポーネントのセットアップで、[次へ]をクリックします。 

 

  



Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガイド 

アーカイブ サーバー および 監視サーバー編 ~Enterprise Edition~ 

 

41 

11. 必要なコマンドが実行されます。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

 

12. [手順 3: 証明書の要求、インストール、または割り当て] はアーカイブ サーバーの

証明書要件がないため省略します。 

 

13. [手順 4: サービスの開始] で、[実行] をクリックします。 
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14. [サービスの開始]で、[次へ]をクリックします。 

 

 

15. 必要なコマンドが実行されます。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

 

16. 展開ウィザードで、[終了] をクリックします。  
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3.2.6 アーカイブの有効化と設定 

Lync Server 2010 コントロール パネルでは、[アーカイブと監視] グループの [アーカイ

ブ ポリシー] ページを使用して、グローバル、サイト、またはユーザー レベルで、ポリ

シー管理を実行できます。グローバル ポリシーは、アーカイブ サーバーを展開するとき

に自動的に作成され、構成できますが、削除することはできません。また、複数のサイト ポ

リシーおよびユーザー ポリシーを作成および構成することもできます。これらのポリシー

は、グローバル ポリシーと連携して、どの通信をアーカイブ対象にするかを制御します。

各ポリシーでは、内部通信、外部通信、またはその両方のアーカイブを有効または無効に

することができます。既定では、内部通信および外部通信のアーカイブは有効ではありま

せん。 

 

アーカイブ用のグローバル ポリシーの構成  

既定のグローバル ポリシーを単独で使用して、展開環境内のすべての内部ユーザー、すべ

ての外部ユーザー、または両方に対してアーカイブ設定を有効にすることができます。 ま

た、追加のポリシーをサイトやユーザーに指定して、アーカイブを特定のユーザーとサイ

トに対して有効にするかどうかを制御できます。 たとえば、内部通信と外部通信のアーカ

イブを有効にするグローバル ポリシーを構成してから、内部通信、外部通信、または両方

に対するアーカイブの無効化を指定するサイト ポリシーを作成することができます。アー

カイブ用グローバル ポリシーを構成するには以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート]－[すべてのプログラム]－[Microsoft Lync Server 2010]－[Lync Server 

コントロールパネル] をクリックします。 

 

3. [Windows セキュリティ] が表示され、資格情報の入力が要求される場合には、管理

者のユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。 
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4. Lync Server コントロール パネルで、[監視およびアーカイブ] をクリックます。 

 

 

5. [アーカイブ ポリシー] をクリックします。 
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6. ポリシー一覧の [Global] を選択し、[編集] をクリックしてから、[詳細の表示] をク

リックします。 

 

 

7. [編集 アーカイブ ポリシー - Global] で、内部通信および外部通信のアーカイブを制

御するには、[内部通信のアーカイブする] および、[外部通信のアーカイブする]をオ

ンにし、[コミット] をクリックします。 
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8. [アーカイブ ポリシー]の、ポリシー一覧で、[Global] ポリシーの内部アーカイブおよ

び外部アーカイブ欄が有効になったことを確認します。 

 

 

9. 続けて、[アーカイブ構成] をクリックします。 
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10. ポリシー一覧の [Global] を選択し、[編集] をクリックしてから、[詳細の表示] をク

リックします。 

 

 

11. [編集 アーカイブ設定 - Global] で、アーカイブ設定を行うには、[アーカイブ設定]

から、アーカイブする項目を選択します。 
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12. アーカイブ設定を選択すると、[アーカイブ失敗時はインスタント メッセージング

(IM)または Web 会議セッションを禁止する]オプションと、[アーカイブ データの削

除を有効にする]オプションを選択できるようになります。[アーカイブ データの削除

を有効にする]オプションでは、エクスポートされたアーカイブ データおよび保存さ

れてから指定した日数経過したアーカイブ データを削除することができます。 

 

 

13. アーカイブ設定を構成したら、[コミット]をクリックします。[アーカイブ構成]のポリ

シー一覧に構成されたポリシーが表示されます。 
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Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガイド 

アーカイブ サーバー および 監視サーバー編 ~Enterprise Edition~ 

 

50 

3.2.7 新規ポリシーの作成とユーザーへの適用 

ユーザーが Lync Server 2010 に対して有効になっている場合、特定のユーザーまたはユ

ーザー グループに適切なポリシーを適用して、アーカイブ サポートを構成できます。 新

規アーカイブポリシーの作成とユーザーへの適用をするには次の手順を実行します。 

 

1. Lync Server コントロール パネルで、[監視およびアーカイブ] をクリックます。 
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2. [アーカイブ ポリシー] をクリックします。 

 

 

3. [新規]をクリックし、[ユーザー ポリシー]をクリックします。 
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4. [新規 アーカイブ ポリシー]で、[名前]にユーザーポリシーの名前を入力し、有効にす

るアーカイブ通信(内部および外部)をオンにし、[コミット]をクリックします。 

 

 

5. ポリシー一覧に、新規に作成したユーザーポリシーが表示されます。 

 

・  
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6. 左側のナビゲーション バーで [ユーザー] をクリックして、構成するユーザー アカ

ウントを検索します。  

 

 

7. 検索結果一覧の表でユーザー アカウントをクリックし、[編集] をクリックして、[詳

細の表示] をクリックします。 
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8. [編集 Lync Server ユーザー – User01] の [アーカイブ ポリシー] で、適用するア

ーカイブ ユーザー ポリシーを選択します。 

 

 

－メモ－ 

[<自動>] 設定では、既定のサーバー インストールの設定が適用されます。 これらの設

定はサーバーにより自動的に適用されます。 

 

  



Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガイド 

アーカイブ サーバー および 監視サーバー編 ~Enterprise Edition~ 

 

55 

9. [コミット] をクリックします。 

 

 

10. この手順により、選択したユーザーのアーカイブポリシーが設定されました。 
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第四部 Lync Server 2010 監視サーバー の導入 

この章では、すでに構築されている Lync Serve 2010 環境に対して、

監視サーバーを展開する手順について説明します。 

この章を読むことで、Lync Server 2010 監視サーバーの基本的なイ

ンストール手順を理解することができます。 
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4.1  今回構築するシステム構成 

4.1.1  システム構成の確認 

今回のシナリオで構築される環境は、次の通りです。 

 

既存の Lync Server 2010 Enterprise Edition 環境に、Lync Server 2010 監視サーバー

を展開します。 

それぞれのコンピューターの役割は、次の通りです。 

 

 DC01 (IPアドレス：192.168.1.200) 

・ ドメイン コントローラー 

・ DNS サーバー 

・ エンタープライズのルート CA 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 LS-FE01 (IP アドレス：192.168.1.101) 

・ Lync Server 2010 フロントエンド サーバー 

・ 音声ビデオ会議サーバー 

・ Windows Server 2008 R2 

 LS-FE02 (IP アドレス：192.168.1.102) 

・ Lync Server 2010 フロントエンド サーバー 

・ 音声ビデオ会議サーバー 
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・ Windows Server 2008 R2 

 

 SQL01 (IP アドレス：192.168.1.110) 

・ Lync Server 2010 バックエンド サーバー 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 EX01 (IP アドレス：192.168.1.201) 

・ Exchange メールボックス サーバー 

・ Exchange クライアント アクセス サーバー 

・ Exchange ハブ トランスポート サーバー 

・ Microsoft Exchange Server 2010 

・ Windows Server 2008 R2 

 

 Client01 (IP アドレス：192.168.1.51) 

・ Microsoft Lync 2010 

・ Microsoft Office 2010 

・ Windows 7 

 

 Client02 (IP アドレス：192.168.1.52) 

・ Microsoft Lync 2010 

・ Microsoft Office 2010 

・ Windows 7 

 

 LS-MON01 (IPアドレス：192.168.1.203) 

・ Lync Server 2010 監視サーバー 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 (Reporting Serviceを含む) 

・ Windows Server 2008 R2 

4.1.2  システム構築の事前作業 

今回のシナリオの構築手順の前提として、以下の作業を事前に完了させておきます。 

 

 DC01 (IPアドレス：192.168.1.200) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレスの設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) の構築 

・ DNS サーバーの構成 

・ 各コンピューターに対する DNSの Aレコードの作成 

・ Active Directory 証明書サービスの構成 
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・ User01 (user01@contoso.com) 、User02 (user02@contoso.com)の登録 

 

 LS-FE01 (IP アドレス：192.168.1.101) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Lync Server 2010 Enterprise Edition のフロントエンドサーバー 

・ Lync Server 2010 管理ツールのインストール 

 

 LS-FE02 (IPアドレス：192.168.1.102) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Lync Server 2010 Enterprise Edition のフロントエンドサーバー 

・ Lync Server 2010 管理ツールのインストール 

 

 SQL01 (IP アドレス：192.168.1.110) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 のインストール 

・ Windows ファイヤーウォールの構成 

・ Lync Server 2010 バックエンドデータベースの構成 

・ 共有フォルダーの構成 

 

 EX01 (IP アドレス：192.168.1.201) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Microsoft Exchange Server 2010 のインストール 

・ ユーザーメールボックスの作成 (User01、User02) 

 

 LS-MON01 (IPアドレス：192.168.1.203) 

・ Windows Server 2008 R2 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ Webサーバーのインストール 

・ Microsoft SQL Server 2008 R2 のインストール(Reporting Serviceを含

む) 

・ Windows ファイヤーウォールの構成 



Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガイド 

アーカイブ サーバー および 監視サーバー編 ~Enterprise Edition~ 

 

60 

 

 Client01 (IP アドレス：192.168.1.51) 

・ Windows 7 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ ドメインユーザーに対するローカル管理者権限の割り当て 

・ Microsoft Office Outlook 2010 のインストール 

・ Outlook プロファイルの作成 (User01用) 

 

 Client02 (IP アドレス：192.168.1.52) 

・ Windows 7 のインストール 

・ IP アドレス、優先 DNS の設定 

・ Active Directory ドメイン (contoso.com) への参加 

・ ドメインユーザー に対するローカル管理者権限の割り当て 

・ Microsoft Office Outlook 2010 のインストール 

・ Outlook プロファイルの作成 (User02、User03用) 

 

－メモ－ 

前提となる環境の展開方法は、「Microsoft Lync Server 2010 ステップバイステップガ

イド インストール編 ~Enterprise Edition~」をご確認ください。 
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4.2 監視サーバーの展開 

4.2.1 監視用のメッセージ キューのインストール 

監視サーバーを展開する前に、監視サーバーを実行するサーバーおよび監視サーバーがデ

ータを収集する各フロント エンド サーバーに、Active Directory ドメイン サービス統

合が有効になっているメッセージ キュー (別名 MSMQ) をインストールする必要があり

ます。監視サーバーは、データを処理するときに、メッセージ キューを使用して信頼性を

確保します。サーバー マネージャーを使用してメッセージ キューをインストールするに

は、以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] - [管理ツール] - [サーバー マネージャ

ー] をクリックします。 

 

3. [機能の追加] をクリックします。 
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4. [メッセージ キュー] に展開し、[メッセージ キュー サービス] を展開し、[メッセー

ジ キュー サービス] および [ディレクトリ サービス統合] チェック ボックスがオ

ンにし、[次へ]をクリックします。 

 

 

5. [インストール オプションの確認]で、[インストール] をクリックします。 
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6. [インストールの結果]で、[閉じる] をクリックし、インストールを完了します。 

 

 

7. ここまでの手順を繰り返して、サーバー LS-FE02および、LS-MON01で同様の構成

を行います。 

4.2.2 トポロジへの監視サーバーの追加 

監視サーバーを展開するには、トポロジ ビルダーを使用して内部トポロジを構築する必要

があります。 以下の手順に従ってトポロジを定義および公開してから、監視サーバーのイ

ンストールを行います。サーバーの役割を追加する時にトポロジを正常に公開、有効化す

るには、RTCUniversalServerAdmins および Domain Admins グループのメンバーのユ

ーザーとしてログインする必要があります。 監視サーバーをトポロジに追加するには  

 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Microsoft Lync Server 2010] – 

[Lync Server トポロジ ビルダー] をクリックし、トポロジ ビルダーを起動します。 
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3. [トポロジ ビルダー]で、トポロジ ドキュメントのソースを選択します。ここでは、

既存のトポロジ ドキュメント ファイルを選択するため、[トポロジをローカル ファ

イルから開く]をします。 

 

 

4. 既存のトポロジ ドキュメント ファイルを選択し、開くをクリックします。 
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5. トポロジ ビルダーの、コンソール ツリーで、[監視サーバー] を右クリックし、[新し

い監視サーバー] をクリックします。 

 

 

6. [完全修飾ドメイン名の定義] の [FQDN] で、追加する監視サーバーの FQDNとして、

「LS-MON01.contoso.com」を指定し、[次へ] をクリックします。 
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7. [SQL ストアの定義] で、[新しい SQL ストアの定義] をクリックし、[SQL Sever の 

FQDN] で、新しい SQL ストアを作成する対象の SQL Server の FQDN として、

「LS-MON01.contoso.com」を指定し、[既定のインスタンス] を選択し、[次へ]をク

リックします。 

 

 

8. [フロントエンド プールの関連付け]で、未割当のプールから、関連付けするフロント

エンド プールを選択し、[完了] をクリックします。 
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9. トポロジ  ビルダーの、コンソール  ツリーで、 [監視サーバー ] に、追加した

[LS-MON01.contoso.com]が表示されます。 

 

4.2.3 更新したトポロジの公開 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Microsoft Lync Server 2010] – 

[Lync Server トポロジ ビルダー] をクリックし、トポロジ ビルダーを起動します。  
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3. コンソール ツリーで [Lync Server 2010] を右クリックし、次に [トポロジの公開] 

をクリックします。 

 

 

4. [トポロジの公開] ページで、[次へ] をクリックします。 
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5. [公開完了のウィザード] ページで、トポロジが正常に公開されたことを確認し、[完了] 

をクリックします。 

 

 

6. ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックします。 

4.2.4 監視サーバーのインストール 

Lync Server 展開ウィザードでは、トポロジ ビルダーによって生成された構成ファイル

を使用して、監視サーバーに必要なファイルをインストールします。 

 

－メモ－ 

Visual C++ 2008 (再頒布可能) と Visual J# Version 2.0 (再頒布可能) がコンピュータ

ーにまだインストールされていない場合、インストール ウィザードによって通知され、

それらが自動的にインストールされます。 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、メッ

セージ キュー、Windows PowerShell バージョン 2.0、および Windows Installer バ

ージョン 4.5 が、アーカイブ サーバーとして展開しているサーバーに既にインストール

されている必要があります。また、SQL Server が、監視データベースを配置するサーバ

ーに既にインストールされている必要があります。 次の手順では、すべての必要なソフ

トウェアが既にインストールされていることを前提としています。  
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監視サーバーをインストールするには、以下の手順を実行します。 

 

1. サーバー LS-MON01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

－メモ－ 

監視サーバーをインストールするには、監視サーバーのローカルの Administrators グ

ループのメンバーおよび、RTCUniversalServerAdmins グループのメンバーであるドメ

イン ユーザー アカウントであり、監視データベースの SQL インスタンスに対してア

クセス許可があるアカウントを使用してログオンする必要があります。 

 

2. Lync Server インストール メディアから Lync Server 展開ウィザードを起動しま

す。 

3. Lync Server 展開ウィザードの最初のページで、インストール場所を指定します (既

定では、C:¥Program Files¥Microsoft Lync Server 2010)。 

 

4. [使用許諾契約書] ページで、使用許諾契約書の内容を確認して、[使用許諾契約書に同

意します] チェック ボックスをオンにして続行し、[OK] をクリックします。 
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5. [ようこそ] ページで、[Lync Server システムのインストールまたは更新] をクリック

します。 

 

 

6. [手順 1: ローカル構成ストアのインストール] で、[実行] をクリックします。 
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7. [中央管理ストアのローカル レプリカの構成] ページで、[中央管理ストアから直接取

得 (中央管理ストアの読み取りアクセス権が必要)] をクリックし、[次へ]をクリック

します。 

 

 

8. 必要なコマンドを実行します。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 
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9. 続けて、展開ウィザードで、[手順 2: Lync Server コンポーネントの設定または削除] 

の横の [実行] をクリックします。 

 

 

10. Lync Server コンポーネントのセットアップで、[次へ]をクリックします。 
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11. 必要なコマンドが実行されます。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

 

12. [手順 3: 証明書の要求、インストール、または割り当て] は監視サーバーの証明書要

件がないため省略します。 

 

13. [手順 4: サービスの開始] で、[実行] をクリックします。 
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－メモ－ 

サービスを開始する前に、LcsCDR データベースと QoEMetrics データベースが、監視

サーバーに対して指定した SQL Server インスタンスに作成されていることを確認しま

す。 この 2 つのデータベースは、通話詳細記録 (CDR) データと QoE (Quality of 

Experience) データを格納するために使用されます。 

 

14. [サービスの開始]で、[次へ]をクリックします。 

 

 

15. 必要なコマンドが実行されます。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

 

16. 展開ウィザードで、[終了] をクリックします。 
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4.2.5 監視サーバー レポートの展開 

監視サーバーには、Microsoft SQL Server Reporting Services によって公開された一連の

標準レポートが格納されています。 これらのレポートを使用するには、SQL Server 

Reporting Services のインスタンスに監視サーバー レポートをインストールする必要が

あります。 レポート マネージャーがレポートを Web サイトに公開します。Lync Server 

展開ウィザードを使用して監視サーバー レポートを展開するには、以下の手順を実行しま

す。 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] - [Microsoft Lync Server 2010] – 

[Lync Server 展開ウィザード] をクリックし、Lync Server展開ウィザードを起動し

ます。  

 

3. Lync Server 展開ウィザードで、[監視サーバー レポートの展開] をクリックします。 
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4. [監視サーバーの指定] ページで、データを収集して格納する監視サーバーとして、

LS-MON01.contoso.com を指定し、レポートを公開する SQL Server Reporting 

Services のインスタンスとして、LS-MON01.contoso.com (既定値)を指定し、[次へ] 

をクリックします。 

 

 

－メモ－ 

レポートを公開するには、Reporting Services サーバーの  Federal Information 

Processing Standard (FIPS) 準拠アルゴリズム ポリシーを無効にするか、マイクロソフ

ト サポート技術情報の記事 911722「ASP.NET 1. 1 から ASP.NET 2. 0 にアップグレ

ードした後に有効に ViewState が ASP.NET Web ページにアクセスすると、エラー メ

ッセージが表示されます。」(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196183) の解決方

法を適用する必要があります。 
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5. [資格情報の指定] ページで、監視サーバー データベースにアクセスするために使用

するユーザー資格情報を指定します。  

 

 

－メモ－ 

詳細については、「レポート  データ ソースに関する資格情報と接続情報の指定」

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=203152 (英語)) を参照してください。 

 

6. [読み取り専用グループの指定] ページで、監視レポートへの読み取り専用アクセスを

付 与 す る ド メ イ ン  グ ル ー プ を 指 定 し ま す 。 こ こ で は 、

RTCUniversalReadOnlyAdminsグループを指定し、[次へ]をクリックします。  
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7. 必要なコマンドが実行されます。処理が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

4.2.6 監視サーバーの有効化と設定 

Microsoft Lync Server 2010 コントロール パネルまたは Lync Server Management 

Shell のコマンドレットを使用して、通話詳細レコード (CDR) と QoE の監視サーバー

設定を構成できます。Lync Server 2010 コントロール パネルを使用して、監視サーバー

を構成するには、以下の手順を実行します。 

1. サーバー LS-FE01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート]－[すべてのプログラム]－[Microsoft Lync Server 2010]－[Lync Server 

コントロールパネル] をクリックします。 

 

3. [Windows セキュリティ] が表示され、資格情報の入力が要求される場合には、管理

者のユーザー名、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。 
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4. Lync Server コントロール パネルで、[監視およびアーカイブ] をクリックます。 

 

 

5. [通話詳細記録] をクリックするとポリシーが表示されます。 
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6. ポリシーを選択し、[アクション]をクリックすると、通話詳細記録(CDR)を有効また

は無効に設定することができます。 

 

 

7. ポリシーを選択し、[編集]をクリックし、[詳細の表示]をクリックします。 
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8. [編集 通話詳細記録設定 - Global]で、通話詳細記録(CDR)の監視および、削除の設定

を有効または無効に設定するにはチェックボックスをクリックします。削除を有効に

した場合には、通話詳細記録を保持する最大期間や、エラー報告データを保持する最

大期間を指定することができます。 

 

 

9. 構成が完了したら、[コミット]をクリックします。 
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10. 続けて、[QoE データ] をクリックし、構成するポリシーを選択します。[アクション]

をクリックし、QoE を有効または無効に設定することができます。 

 

 

11. ポリシーを選択し、[編集]をクリックし、[詳細の表示]をクリックします。 
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12. [編集 QoE設定 - Global]で、QoEの監視および、削除の設定を有効または無効に設

定するにはチェックボックスをクリックします。削除を有効にした場合には、QoEデ

ータを保持する最大期間を指定することができます。 

 

 

13. 構成が完了したら、[コミット]をクリックします。 

 

－メモ－ 

Lync Server 管理シェルを使用して、監視サーバーの構成を行うには、次のコマンドレ

ットを実行します。 

 CDR 設定を構成するには、New-、Set-、Get-、および Remove-CsCdrConfiguration 

を使用します。 

 QoE 設定を構成するには、New-、Set-、Get-、および Remove-CsQoEConfiguration 

を使用します。 
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4.2.7 監視サーバー レポートの確認 

展開した監視サーバーのレポートを確認するには、以下の手順を実行します。 

1. サーバー LS-MON01 に、ドメインの Administrator としてログオンします。 

 

2. [スタート]から、[すべてのプログラム]をクリックし、[Microsoft SQL Server 2008 R2] 

– [構成ツール] – [Reporting Services 構成マネージャー]をクリックします。 

 

3. [Reporting Services 構成の接続]で、サーバー名「LS-MON01」、レポートインスタ

ンス「MSSQLSERVER」が指定されていることを確認し、[接続] をクリックします。 
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4. [Webサービス URL]をクリックします。 

 

 

5. [Webサービス URL] ページで、[レポート サーバー WebサービスのURL]の下にあ

るリンクをクリックします。 
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6. ブラウザが起動し、クリックした URL に接続されます。表示される

LyncServerReportsディレクトリをクリックします。 

 

7. 続けて、Reports Home Pageをクリックします。 

 

8. 監視サーバーレポートのホームページが表示されます。 

 

 


