
クラスタ

• 概要, 1 ページ

• クラスタの作成, 2 ページ

• クラスタ内のサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更, 4 ページ

• プライマリサーバからセカンダリサーバへの格下げ, 5 ページ

• クラスタのアップグレード, 5 ページ

• クラスタからサーバを削除, 9 ページ

概要

Cisco Jabber Guestの初期リリースでは、3台のサーバのクラスタをサポートします。 3台の運用
サーバについて、完全な冗長性が必要です。 Cisco Jabber Guestは、クラスタ内の 2台の運用サー
バで正しく動作しますが、Cisco JabberGuestクラスタ内のサーバをアップグレードするときなど、
2台の運用サーバで稼動する期間は短期間にすることを推奨します。 Cisco Jabber Guestは、クラ
スタ内の 1台のサーバだけが動作可能である場合は正しく動作しません。

推奨される配置

クラスタ内の 1台のサーバだけに一度に要求を送信するために、リバースプロキシを設定しま
す。 [設定（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified Communications）] >
[設定（Configuration）] > [Jabber Guestサーバを設定（Configure Jabber Guest servers）]の [優先度
（Priority）]フィールドから Cisco Expressway-Cで要求を送信する順番を設定します。すべての
Cisco Jabber Guestサーバには異なる優先度が設定される必要があります。サーバが応答不能に
なった場合にのみ、要求は異なるサーバに送信されます。

Cisco Jabber Guestはクラスタ内の任意のサーバで管理できますが、トラブルシューティングを簡
素化するために、クラスタで 1台のサーバを管理用に使用することを推奨します。
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データレプリケーション

次の表に、クラスタでどのデータが複製されるのかを説明します。

表 1：クラスタデータのレプリケーション

複製されないデータ複製されるデータ

[設定（Settings）] > [ローカルSSL証明書（Local
SSL Certificate）]

ユーザ（Users）

[設定（Settings）] > [コール制御とメディア
（Call Control and Media）]（ローカル）

リンク

ログ[サービス（Services）] > [パスワード
（Passwords）]

[設定（Settings）] > [リンク（Links）]

[設定（Settings）] > [モバイル（Mobile）]

[設定（Settings）] > [セキュアな信頼証明書
（Secure Trust Certificate）]

[設定（Settings）] > [コール制御とメディア
（Call Control and Media）]

クラスタの遅延

遅延の上限は 15ミリ秒です。

クラスタの作成
この手順では、プライマリサーバをプライマリと呼び、2台のセカンダリサーバをノード Aと
ノード Bと呼びます。

手順

ステップ 1 セカンダリサーバがクラスタに組み合わされると、セカンダリサーバのデータはすべて破棄され

ます。データを将来再利用できるように保持する必要がある場合は、セカンダリサーバをクラス

タに組み合せる前にセカンダリサーバをバックアップします。

ステップ 2 3台のすべてのサーバに .OVAを配置します。

ステップ 3 rootとして各サーバにサインインします。

ステップ 4 3台のサーバの 1台でプライマリを確立するには、以下の操作を実行します。
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a) cluster initiateと入力し、画面の指示に従います。

新しい設定でデータベースが安定するまでに数分かかります。

b) cluster statusと入力することにより、データベースが安定したことを確認します。

データベースが安定したら、ステータスに---> <IP address/hostname of primary> PRIMARYが

表示されます。記号 --->は現在のサーバを示します。

c) Tomcatをリスタートします。service tomcat-as-standalone.sh restart.

ステップ 5 ノード Aを、残りのサーバの 1台のクラスタに結合するには、以下の操作を実行します。
a) cluster join <IP address/hostname of primary>と入力し、画面の指示に従います。

新しい設定でデータベースが安定するまでに数分かかります。

b) cluster statusと入力することにより、データベースが安定したことを確認します。

データベースが安定したら、ステータスに---> <IP address/hostname of node A> SECONDARYが

表示されます。

c) Tomcatをリスタートします。service tomcat-as-standalone.sh restart.

ステップ 6 ノード Bを、残りのサーバクラスタに結合するには、以下の操作を実行します。
a) cluster join <IP address/hostname of primary>と入力し、画面の指示に従います。

新しい設定でデータベースが安定するまでに数分かかります。

b) cluster statusと入力することにより、データベースが安定したことを確認します。

データベースが安定したら、ステータスに---> <IP address/hostname of node B> SECONDARYが

表示されます。

c) Tomcatをリスタートします。service tomcat-as-standalone.sh restart.

ステップ 7 ノード Aがノード Bと通信できるようにします。
a) cluster allow <IP address/hostname of node B>と入力します。

b) cluster statusと入力することにより、通信が許可されることを確認します。

通信が許可されている場合、ノード Bのステータスが ---> <IP address/hostname of node B>

not reachable/healthyから ---> <IP address/hostname of node B> SECONDARYへ変わります。

ステップ 8 ノード Bをノード Aと通信できるようにします。
a) cluster allow <IP address/hostname of node A>と入力します。

b) cluster statusと入力することにより、通信が許可されることを確認します。

通信が許可されている場合、ノード Aのステータスが ---> <IP address/hostname of node A>

not reachable/healthyから ---> <IP address/hostname of node A> SECONDARYへ変わります。

次の作業

クラスタ内の 3台のサーバごとに、ネットワーク内に設置されたサーバのタイプに応じて、Cisco
Unified Communications Managerの適切な SIPトランクか Cisco TelePresence Video Communication
Serverのゾーンを設定します。
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クラスタ内のサーバの IP アドレスまたはホスト名を変更
何らかの理由で変更した場合は、クラスタ内のサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更できま
す。

この手順では、IPアドレスまたはホスト名を変更するサーバをターゲットサーバとします。

手順

ステップ 1 ターゲットサーバの現在の IPアドレスまたはホスト名を書き留めておいてください。ステップ
4.bで、この情報を入力する必要があります。

ステップ 2 （任意） プライマリサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更する場合は、プライマリサーバ
をセカンダリサーバに格下げするか、ステップ 3に進んでください。
a) プライマリサーバで、cluster stepdownと入力します。

b) cluster statusと入力し、ターゲットサーバがプライマリサーバからセカンダリサーバに格

下げされていることを確認します。

c) 現時点でどのサーバがプライマリサーバであるかを書き留めておきます。

ステップ 3 ターゲットサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更します。

ステップ 4 クラスタで、ターゲットサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更します。
a) rootとしてプライマリサーバにサインインします。
b) cluster move <old IP address/hostname of target server> <new IP address/hostname of target

server>と入力します。

c) cluster statusと入力することにより、ターゲットサーバの IPアドレスまたはホスト名が変
更されたことを確認します。

ステップ 5 他のセカンダリサーバ（ノード B）で、ターゲットサーバの古い IPアドレスまたはホスト名か
らの通信をブロックし、ターゲットサーバの新しい IPアドレスまたはホスト名での通信を実行可
能にします。

a) rootとしてノード Bにサインインします。
b) ノード Bで、cluster disallow <old IP address/hostname of target server>と入力すること

により、ターゲットサーバの古い IPアドレスまたはホスト名からの通信をブロックします。
c) ノードBで、cluster allow <new IP/hostname of target server>と入力することにより、ター

ゲットサーバの新しい IPアドレスまたはホスト名での通信を許可します。

ステップ 6 cluster statusと入力することにより、クラスタの各サーバが正常であることを確認してくださ

い。

ステップ 7 ターゲットサーバで、Tomcatを再起動します。
service tomcat-as-standalone.sh restart

ステップ 8 プライマリサーバの IPアドレスまたはホスト名を変更した場合、Cisco Jabber Guest Administration
で、リンクに使用したドメインを更新します。

a) Cisco Jabber Guest Administrationに管理者としてサインインします。
b) [設定（Settings）]をクリックしてから、[リンク（Links）]をクリックします。
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c) [リンクに使用されるドメイン（Domain used for Links）]フィールドで、新しいプライマリサー
バの IPアドレスまたはホスト名を入力します。

d) [更新（Update）]をクリックします。

次の作業

自己署名証明書を使用する場合は、サーバの IPアドレスまたはホスト名の変更後に新しい証明書
を生成します。

関連トピック

vCenterがホストするサーバの仮想マシンプロパティを変更
ESXiがホストするサーバの仮想マシンプロパティを変更
自己署名証明書を生成

プライマリサーバからセカンダリサーバへの格下げ
プライマリサーバをセカンダリサーバに格下げまたは降格できます。たとえば、プライマリサー

バのメンテナンスを行う必要がある場合です。

新しいプライマリサーバは、クラスタ内の残りのサーバから選択されます。

手順

ステップ 1 rootとしてプライマリサーバにサインインします。

ステップ 2 cluster stepdownと入力します。

ステップ 3 cluster statusと入力することにより、サーバがセカンダリに格下げされたことを確認します。

クラスタのアップグレード
この手順では、プライマリサーバをノード Aと呼び、2台のセカンダリサーバをノード Bとノー
ド Cと呼びます。

手順

ステップ 1 どのノードがプライマリサーバおよびセカンダリサーバであるかメモします。

a) rootとして Cisco Jabber Guestサーバの 1台にサインインします。
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b) cluster statusと入力します。

ステップ 2 クラスタ内の各サーバがバックアップ済みであることを確認します。

ステップ 3 JabberGuest-10.x.x.x.isoをダウンロードします。

ステップ 4 vSphere Clientを開きます。

ステップ 5 CD/DVDドライブが仮想マシンに接続されていない場合は、1台を追加します。
a) [仮想マシンプロパティ（VirtualMachineProperties）]ウィンドウで [ハードウェア（Hardware）]
タブをクリックし、次にその [追加（Add）]をクリックし、[ハードウェアを追加（Add
Hardware）]ウィンドウを表示させます。

b) [ハードウェアを追加（Add Hardware）]ウィンドウで、デバイスタイプとして [CD/DVDドラ
イブ（CD/DVD Drive）]を選択し、[次へ（Next）]をクリックします。

c) [CD/DVDメディア（CD/DVDMedia）]タイプでは、[物理ドライブを使用（Use physical drive）]
をクリックしてから、[次へ（Next）]をクリックします。

d) ドライブの選択が表示されたときにデフォルト CD/DVDドライブを承認してから、[次へ
（Next）]をクリックします。

e) [高度なオプション（AdvancedOptions）]設定では、デフォルト値を承認し、[次へ（Next）]を
クリックします。

f) [完了する準備が整っている（Ready to Complete）]ウィンドウで、[完了（Finish）]をクリック
します。

g) [仮想マシンプロパティ（Virtual Machine Properties）]ウィンドウで、[OK（OK）]をクリック
します。

ステップ 6 各サーバで、CD/DVDドライブを ISOイメージに接続します。
a) 仮想マシンとテンプレートのインベントリツリーで、仮想マシンを選択します。
b) [仮想マシンのCD/DVDデバイスを接続/切断（Connect/disconnect theCD/DVDdevices of the virtual

machine）]ボタンをクリックします。ボタンのアイコンはレンチ付きのディスクです。
c) [CD/DVDドライブ 1（CD/DVD drive 1）]を指し示し、[ローカルディスクで ISOイメージへ
接続（Connect to ISO image on local disk）]をクリックします。

d) [開く（Open）]ウィンドウで、ステップ 2でダウンロードされる ISOイメージを参照し、それ
をダブルクリックします。

ISOイメージに接続するまでに時間が少しかかります。接続されると、[最近のタスク（Recent
Tasks）]リストで、[接続（Connect）]タスクのステータスが [完了（Completed）] を表示します。

ステップ 7 逆プロキシを更新することによりノード Bの更新の準備を行い、コール要求がノード Aに 1番目
に送信され、ノード Cに 2番目に送信され、ノード Bにはコール要求が送信されないようにしま
す。

a) Cisco Expressway-Cで [設定（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified
Communications）] > [設定（Configuration）]を選択します。

b) [Jabber Guest（Jabber Guest）]の下で、[Jabber Guestサーバを構成（Configure Jabber Guest
servers）]をクリックします。

c) ノード Aの行で [編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 1に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

d) ノードBの行で、[編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 0に変更して、[保存（Save）]をクリックします。
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e) ノード Cの行で [編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 2に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 8 ノード Bにコールがないことを確認してください。
a) Cisco Expressway-Cで、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]を選
択してください。

b) ノード Bの行で、[コール（Calls）]カラムが 0コールを表示するまで待機します。

ステップ 9 次の方法で、ノード Bをアップグレードします。
a) rootとしてサーバにサインインします。
b) /mntディレクトリの下に、CD/DVDドライブのマウント場所として使用するcdromという名
前の新しいディレクトリを作成します。
mkdir /mnt/cdrom

c) /mnt/cdromに CD/DVDドライブをマウントします。
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

CD/DVDドライブをマウントすると、マウント: ブロック デバイス /dev/sr0 が書き込み

保護され、読み取り専用のマウントですというメッセージが表示されます。

d) ディレクトリを /mnt/cdromに変更します。
cd /mnt/cdrom

e) アップグレードスクリプトを実行します。
bash upgrade

アップグレードが完了すると、次のメッセージが表示されます。 このアップグレードのログ

ファイルは、/var/log/webcommon/upgrade.logで確認できます。

ステップ 10 逆プロキシを更新することによりノード Cの更新の準備を行い、コール要求がノード Aに 1番目
に送信され、ノード Bに 2番目に送信され、ノード Cにはコール要求が送信されないようにしま
す。

a) Cisco Expressway-Cで [設定（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified
Communications）] > [設定（Configuration）]を選択します。

b) [Jabber Guest（Jabber Guest）]の下で、[Jabber Guestサーバを構成（Configure Jabber Guest
servers）]をクリックします。

c) ノード Aの行で、優先度を 1に設定したままにします。
d) ノードBの行で、[編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 2に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

e) ノード Cの行で [編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 0に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 11 ノード Cにコールがないことを確認してください。
a) Cisco Expressway-Cで、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]を選
択してください。

b) ノード Cの行で、[コール（Calls）]カラムが 0コールを表示するまで待機します。

ステップ 12 ステップ 9を繰り返してノード Cをアップグレードします。

ステップ 13 Cisco Jabber Guest Administrationへ管理者としてサインインすることにより、ノード Bとノード C
がバックアップされ、実行中であることを確認します。
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a) アップグレードする Cisco Jabber Guestバージョン番号は、画面の下部に表示されます。
b) 必要なすべてのユーザとリンクが表示されていることを確認します。

ステップ 14 逆プロキシを更新することによりノード Aの更新の準備を行い、コール要求がノード Cに 1番目
に送信され、ノード Bに 2番目に送信され、ノード Aにはコール要求が送信されないようにしま
す。

a) Cisco Expressway-Cで [設定（Configuration）] > [ユニファイドコミュニケーション（Unified
Communications）] > [設定（Configuration）]を選択します。

b) [Jabber Guest（Jabber Guest）]の下で、[Jabber Guestサーバを構成（Configure Jabber Guest
servers）]をクリックします。

c) ノード Aの行で [編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 0に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

d) ノード Bの行で、優先度を 2に設定したままにします。
e) ノード Cの行で [編集を表示（View/Edit）]をクリックし、[優先度（Priority）]フィールドの
値を 1に変更して、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 15 ノード Aにコールがなくなるまで待機します。
a) Cisco Expressway-Cで、[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）]を選
択してください。

b) ノード Cの行で、[コール（Calls）]カラムが 0コールを表示するまで待機します。
他の2台のサーバのアップグレード中にこのサーバがすべてのコールを処理するため、これに
は数分かかる場合があります。

ステップ 16 セカンダリサーバにノード Aを格下げします。
a) cluster stepdownと入力します。

b) cluster statusと入力することにより、ノードBまたはノードCのいずれかがプライマリサー
バに格上げされたことを確認します。

ノード Bまたはノード Cのいずれかの状態が ---> <IP address/hostname of node B or node C>

PRIMARYを表示していることを確認します。

ステップ 17 ステップ 9を繰り返してノード Aをアップグレードします。

ステップ 18 Cisco Jabber Guest Administrationに管理者としてサインインすることにより、ノード Aがバック
アップされ、実行中であることを確認します。

アップグレードする Cisco Jabber Guestバージョン番号は、画面の下部に表示されます。

ステップ 19 ノード Aをプライマリサーバに格上げします。
a) 現在プライマリであるサーバで、cluster stepdownと入力します。

b) cluster statusと入力することにより、ノードAがプライマリに格上げされたことを確認しま
す。

ノード Aがプライマリの場合、ステータスは ---> <IP address/hostname of node A> PRIMARY

を表示します。

c) ノード Aがプライマリに格上げされていない場合は、ノード Aがプライマリサーバに格上げ
されるまでステップ 12.aを繰り返します。

ステップ 20 逆プロキシの順序を更新します。
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関連トピック

データを短期にバックアップ

クラスタからサーバを削除

サーバは、クラスタから削除した後は、スタンドアロンの Cisco Jabber Guestインスタンスと
して実行できません。実行するには、サーバを再インストールする必要があります。

重要

この手順では、削除するセカンダリサーバをノード Aと呼び、他のセカンダリサーバをノード B
と呼びます。

手順

ステップ 1 クラスタ内の各サーバに rootとしてサインインします。

ステップ 2 プライマリサーバ：

a) cluster remove <IP address/hostname of node A>と入力し、画面の指示に従います。

b) cluster statusと入力して、ノード Aがクラスタから削除されていることを確認します。
ノード Aはサーバのリストから削除されます。

ステップ 3 ノードAで、cluster disallow <IP address/hostname of node B>を入力して、ノード Bからの通
信をブロックします。

ステップ 4 ノード Bで、cluster disallow <IP address/hostname of node A>と入力して、ノードAとの通信
をブロックします。
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