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インストーラベースのアップグレード
● 前提条件
● CCM のアップグレード
● CCO のアップグレード
● AMQP のアップグレード
● ヘルス モニタのアップグレード

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
1. アップグレード対象の各コンポーネントにバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
2. バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.6.0 の場
合は、対応するバージョンの値が 4.6.0 であることを確認します）。
3. リリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照します。

CCM のアップグレード
1. データベースとアプリケーションをバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
pg_dump -U cliqr -d cliqrdb > cliqrdb.sql
# At the prompt, enter the password, cliqr
tar czvf cliqrdb.tar.gz cliqrdb.sql
rm cliqrdb.sql
2. CCM ビルドにログインし、アプライアンス パッケージ ccm-installer.jar および ccm-response.xml をダウンロードします。

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-response.xml
3. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

/etc/init.d/tomcat stop
java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
4. バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version
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5. CCM サーバを再起動します。

reboot
6. 使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して CCM ウィザードを起動します。詳細については、「CCM
のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/ccm_config_wizard.sh

CCO のアップグレード
1. 展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更で
きます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/ROOT .
2. Guacamole サーバが CCO サーバ上で実行されている場合は、次のコマンドを発行します。
Guacamole サーバが AMQP サーバ上で実行されている場合は、これらのコマンドを AMQP サーバで実行する必要があります。次の
項を参照してください。

cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/access .
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/cliqr-connection-broker .
3. 必要なリリースのアプライアンス パッケージをダウンロードします。

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/cco-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/cco-response.xml
CCO サーバと Guacamole サーバが同じ場所に配置されている 場合は、さらに次のファイルをダウンロードします。

wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/conn_broker-response.xml
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4. cco-response.xml の次のエントリを変更します。
CCO サーバと Guacamole サーバが同じ場所に配置されていない 場合は、この手順を省略できます。

<entry key="guacamole_enable" value="false"/>
<entry key="conn_broker_enable" value="false"/>

上記が、次のように変わります。

<entry key="guacamole_enable" value="true"/>
<entry key="conn_broker_enable" value="true"/>

5. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar cco-response.xml
CCO サーバと Guacamole サーバが同じ場所に配置されている 場合は、次のコマンドを発行します。

java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml
6. バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version
7. CCO サーバを再起動します。

reboot
8. 使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して CCO ウィザードを起動します。詳細については、「CCM
のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/cco_config_wizard.sh

AMQP のアップグレード
CCO サーバと Guacamole サーバが同じ場所に配置されている 場合は、この項を省略できます。
次の手順は、CCO と同じ場所に配置されていない Guacamole サーバにのみ適用されます。
1. CCM サーバで Tomcat プロセスを停止します。

/etc/init.d/tomcatgua stop
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2. 展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更で
きます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
3. Guacamole サーバが AMQP サーバ上で実行されている場合は、次のコマンドを発行します。

cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/access .
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/cliqr-connection-broker .
4. 必要なリリースのアプライアンス パッケージを Guacamole-AMQP サーバにダウンロードします。

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/cco-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/conn_broker-response.xml
5. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml
6. バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version
7. Guacamole-AMQP サーバを再起動します。

reboot
8. 使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用してウィザードを起動します。

bash /usr/local/osmosix/bin/gua_config.sh
9. 必要なユーザ（cliqr および cliqr_worker）がデータベースに設定されていることを確認します。データベースに追加のユーザが設定されている
場合は、rabbitmqctl コマンドを実行すると表示されます。

rabbitmqctl list_users
Listing users ...
cliqr [administrator]
cliqr_worker []
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10. データベースにこれらのユーザが表示されない場合は、root として次のコマンドを実行します（AMQP 構成でユーザを再作成します）。

rm /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED
bash /usr/local/osmosix/bin/rabbit_config.sh
11. 使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して guacamole ウィザードを起動します。詳細については、
「CloudCenter の地域ごとのインストール（必須）」 > 「AMQP」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/gua_config_wizard.sh

ヘルス モニタのアップグレード
1. 展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更で
きます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
2. アプライアンス パッケージ（monitor-installer.jar と monitor-response.xml）をダウンロードします。

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/monitor-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/monitor-response.xml
3. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar monitor-installer.jar monitor-response.xml
4. バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version
5. 監視サーバを再起動します。

reboot
6. 使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して監視ウィザードを起動します。詳細については、「ヘルス
モニタのインストール（任意）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/monitor_config_wizard.sh
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非 HA モードでの CloudCenter 4.6 へのアップグレード
1. CCM データベースのアップグレード
非 HA モードでの CCM およびデータベースのアップグレード
● 概要
● 前提条件
● データベースのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード シナリオの選択
● アップグレードの確認
● CCM サーバの再起動
● CCM ウィザードの起動
● CCO のアップグレード

概要
この項では、非 HA モードで使用している展開を CloudCenter 4.6.x にアップグレードする方法の詳細について説明します。非 HA モードでは、データ
ベースは CCM と一緒にインストールするか、またはスタンドアロン サーバとしてインストールすることができます。PostgreSQL をスタンドアロン VM にイ
ンストールするには、CCM に対してポート 5432 を開く必要があります。詳細については、「Networking Requirements（ネットワーキングの要件）」 >
「Standalone PostgreSQL (Optional)（スタンドアロン PostgreSQL（任意））」を参照してください。
このアップグレードでのデータベースのバックアップ手順については、この項の後半で説明します。このプロセスを開始する前 に、データベースとア
プリケーションをバックアップしてください（下の「データベースのバックアップ」の項を参照）。
HA CloudCenter 展開をアップグレードする場合の詳細については、「HA モードでの CCM-DB のアップグレード」を参照してください。

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
● アップグレード対象の両方の CCM にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.5.5 の場

合は、対応するバージョンの値が 4.5.5 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たとえば、

『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

データベースのバックアップ
アップグレード プロセス中は CCM と DB がオフラインになります。このプロセスを開始する前に、社内でダウン タイムをスケジュールしてくだ
さい。
データベースとアプリケーションをバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

4.5.x からのバックアップ
NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
mysqldump -p -u root osmosixdb > osmosixdb.sql
# At the prompt, enter the password, osmosix
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tar czvf osmosixdb.tar.gz osmosixdb.sql
rm osmosixdb.sql

Osmosix ユーザには、-R オプションを使用する権限がありません。CloudCenter では GetVendorList ルーチンが使用されます。このルーチンを
データベースの他の部分と一緒にバックアップするには、root ユーザ クレデンシャルを使用して -R オプションを指定する必要があります。

4.6.x からのバックアップ
NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
pg_dump -U cliqr -d cliqrdb > cliqrdb.sql
# At the prompt, enter the password, cliqr
tar czvf cliqrdb.tar.gz cliqrdb.sql
rm cliqrdb.sql

アップグレード パッケージのダウンロード
1. CCM ビルドにログインします。
2. 次のインストーラ アップグレード パッケージをダウンロードします。
a. core_upgrade.bin
b. ccm-installer.jar
c. ccm-response.xml

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/core_upgrade.bin
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-response.xml
VERSION_DIR はソフトウェアのダウンロード場所を示します。詳細については、CloudCenter サポートにお問い合わせください。

アップグレード シナリオの選択
アップグレード プロセスは、インスタンス設定によって異なります。CloudCenter のアップグレードを開始する前に、次の点を確認してください。
シナリオ

インスタンス設定

関連する項

1

● インスタンス 1 = CCM + MySQL + PostGreSQL

すべてが同じインスタンスにある

2

● インスタンス 1 = CCM + MySQL
● インスタンス 2 = PostgreSQL

スタンドアロン CCM と、別々のインスタンスにあるデー
タベース

3

● インスタンス 1 = CCM
● インスタンス 2 = MySQL + PostgreSQL

スタンドアロン CCM と、同じインスタンスにあるデータ
ベース

4

● インスタンス 1 = CCM
● インスタンス 2 = MySQL
● インスタンス 3 = PostgreSQL

すべてが別々のインスタンスにある
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シナリオ 1：すべてが同じインスタンスにある
すべてが同じインスタンスにある場合
1. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
2. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
ccm-response.xml ファイルの変更は必要ありません。

シナリオ 2：スタンドアロン CCM と、別々のインスタンスにあるデータベース
MySQL および PostgreSQL データベースが別々のインスタンスにある場合
1. PostgreSQL データベースのインスタンスを起動します。
2. PostgreSQL インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_installer.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
3. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
詳細については、「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。
4. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
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構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
5. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host --- 新しく起動した PostgreSQL インスタンスの IP アドレスまたはホスト名
mysql_host --- 変更なし

6. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml

シナリオ 3：スタンドアロン CCM と、同じインスタンスにあるデータベース
MySQL および PostgreSQL データベースが同じインスタンスを共有する場合
1. MySQL インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
2. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM サーバが PostgreSQL データベースにアクセスできるようにします。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
詳細については、「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。
3. ウィザードの [Manage Access to Postgres Database] オプションを使用して、CCM サーバが PostgreSQL データベースにアクセスできる
ようにします。
4. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
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5. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host --- 新しく起動した PostgreSQL インスタンスの IP アドレスまたはホスト名
mysql_ip --- MySQL インスタンスの IP アドレスまたはホスト名

6. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
7. MySQL インスタンスでデータベース ウィザードを使用して MySQL データベースを無効にします。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
詳細については、「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。
8. ウィザードの [Disable MySQL Service] オプションを使用して、MySQL データベースを無効にします。

シナリオ 4：すべてが別々のインスタンスにある
すべてが別々のインスタンスにある場合
1. MySQL インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
2. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM サーバが PostgreSQL データベースにアクセスできるようにします。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
詳細については、「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。
3. ウィザードの [Manage Access to Postgres Database] オプションを使用して、CCM サーバが PostgreSQL データベースにアクセスできる
ようにします。
4. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
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5. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host --- 新しく起動した PostgreSQL インスタンスの IP アドレスまたはホスト名
mysql_ip --- MySQL インスタンスの IP アドレスまたはホスト名

6. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
7. MySQL インスタンスに変更は必要ありません。

アップグレードの確認
バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version

CCM サーバの再起動
CCM サーバを再起動します。

reboot

CCM ウィザードの起動
次のコマンドを使用して CCM ウィザードを起動します。詳細については、「CCM のインストール（必須）」 > 「CCM NON-HA」 > 「CCM プロパティの設
定」 [英語] を参照してください。
必須：手順 8 には特に注意してください。
アプリケーション プロファイル テンプレートのロゴを設定する必要があります。

bash /usr/local/cliqr/bin/ccm_config_wizard.sh

CCO のアップグレード
詳細については、「CloudCenter の地域ごとのインストール（必須）」 > 「CCO」 [英語] を参照してください。
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2. CCO のアップグレード
CCO のアップグレード
● 前提条件
● Webapp フォルダのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード シナリオの選択
● アップグレードの確認
● CCO サーバの再起動
● CCO ウィザードの起動

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
● アップグレード対象の両方の CCO にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.6.0 の場

合は、対応するバージョンの値が 4.6.0 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たとえば、

『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

● このプロセスを開始する前 に、データベースとアプリケーションをバックアップしてください。
● CCM データベースのアップグレード手順が実行済みである必要があります。

Webapp フォルダのバックアップ
展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/ROOT .

アップグレード パッケージのダウンロード
次の CCO インストーラ アップグレード パッケージを CCO サーバにダウンロードします。
● cco-installer.jar
● cco-response.xml
● core_upgrade.bin

cd /tmp
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/cco-installer.jar
--no-check-certificate
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/cco-response.xml
--no-check-certificate
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アップグレード シナリオの選択
アップグレード プロセスは、インスタンス設定によって異なります。CCO のアップグレードを開始する前に、次の点を確認してください。
シナリオ

インスタンス設定

関連する項

1

● インスタンス 1 = CCO +

CCO と Guacamole が同じインスタンスにある

2

● インスタンス 1 = CCO
● インスタンス 2 = Guacamole

CCO と Guacamole が別々のインスタンスに
ある

Guacamole

シナリオ 1：CCO と Guacamole が同じインスタンスにある
CCO と Guacamole が同じ場所に配置されている場合
1. 次のコマンドを発行します。

cd $backdir
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/access .
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/cliqr-connection-broker .
2. CCO インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> cco
-- See Syntax
3. cco-response.xml の次のエントリを変更します。

<entry key="guacamole_enable" value="false"/>
<entry key="conn_broker_enable" value="false"/>

が、次のように変わります。

<entry key="guacamole_enable" value="true"/>
<entry key="conn_broker_enable" value="true"/>
4. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar cco-response.xml
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シナリオ 2：CCO と Guacamole が別々のインスタンスにある
CCO と Guacamole が同じ場所に配置されていない場合
1. CCO インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> cco
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
2. CCO インスタンスのダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar cco-response.xml

アップグレードの確認
バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version

CCO サーバの再起動
CCO サーバの再起動

reboot

CCO ウィザードの起動
次のコマンドを使用して CCO ウィザードを起動します。詳細については、「CloudCenter の地域ごとのインストール（必須）」
> 「CCO NON-HA サーバのインストール」 > 「CCO – CCO プロパティのインストール」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/cliqr/bin/cco_config_wizard.sh
場合によっては、AMQP および CCO サーバで展開の設定を更新する必要があります。CCO および AMQP サーバの両方でウィザードを実行して、IP
アドレス情報を再割り当てします。
次のコンフィギュレーション ファイルで、使用している展開に適した値が反映されていることを確認します。
● AMQP サーバ上の /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/rabbit-gateway.properties（特に gatewayHost の値を確認してください）。
● CCO サーバ上の /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties（特に rabbit.gateway.brokerHost と

rabbit.gateway.cluster.addresses の値を確認してください）。
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3. AMQP のアップグレード
AMQP のアップグレード
● 前提条件
● Webapp フォルダのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード シナリオの選択
● アップグレードの確認
● アップグレード後の設定
● AMQP サーバの再起動
● ウィザードの起動

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
● アップグレード対象の両方の AMQP にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.6.0 の場

合は、対応するバージョンの値が 4.6.0 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たとえば、

『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

● このプロセスを開始する前 に、データベースとアプリケーションをバックアップしてください。
● CCM データベースのアップグレード手順が実行済みである必要があります。
● CCO のアップグレード手順が実行済みである必要があります。

Webapp フォルダのバックアップ
展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。
このバックアップは、AMQP サーバではなく Guacamole サーバにのみ適用されます。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/ROOT .

アップグレード パッケージのダウンロード
AMQP インストーラ パッケージを AMQP サーバにダウンロードします。
● cco-installer.jar

インストーラおよびアップグレード ファイル
● コア インストーラ ファイルにより、CloudCenter プラットフォームが必要とするソフトウェア バイナリがインストールされます。
● コア アップグレード ファイルにより、ソフトウェア バイナリまたは OS の更新が適用されます。このファイルは、CloudCenter コン
ポーネントのアーキテクチャの変更や、OS 固有の修正を行う場合にも必要になります。たとえば、CCM サーバを MySQL DB か
ら PostgreSQL DB に移行する場合や、CCO サーバに最新の Docker バージョンが必要な場合は、CloudCenter 4.6.1 に
*_upgrade ファイルが必要です。
● _upgrade ファイルは、AMQP または Guacamole コンポーネントでは必要ありません。
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● conn_broker-response.xml

cd /tmp
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/cco-installer.jar
--no-check-certificate
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/conn_broker-response.xml
--no-check-certificate

アップグレード シナリオの選択
アップグレード プロセスは、インスタンス設定によって異なります。CCO のアップグレードを開始する前に、次の点を確認してください。
シナリオ

インスタンス設定

関連する項

1

● インスタンス 1 = AMQP + Guacamole

AMQP と Guacamole が同じインスタンスにある

2

● インスタンス 1 = AMQP
● インスタンス 2 = Guacamole

AMQP と Guacamole が別々のインスタンスにある

シナリオ 1：AMQP と Guacamole が同じインスタンスにある
AMQP と Guacamole が同じ場所に配置されている場合
1. Guacamole サーバが AMQP サーバ上で実行されている場合は、次のコマンドを発行します。

cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/access .
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/cliqr-connection-broker .

2. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml

シナリオ 2：AMQP と Guacamole が別々のインスタンスにある
AMQP と Guacamole が同じ場所に配置されていない場合
各サーバで、この手順を別々に実行してください。
1. Guacamole サーバにログインし、webapp フォルダをバックアップします。

cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/access .
cp -r /usr/local/tomcatgua/webapps/cliqr-connection-broker .
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2. Guacamole サーバのダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml

アップグレードの確認
バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version

アップグレード後の設定
必要なユーザ（cliqr および cliqr_worker）がデータベースに設定されていることを確認します。データベースに追加のユーザが設定されている場合は、
rabbitmqctl コマンドを実行すると表示されます。

rabbitmqctl list_users
Listing users ...
cliqr [administrator]
cliqr_worker []

データベースにこれらのユーザが表示されない場合は、root として次のコマンドを実行します（AMQP 構成でユーザを再作成します）。

rm /usr/local/osmosix/etc/.RABBITINSTALLED
bash /usr/local/osmosix/bin/rabbit_config.sh

AMQP サーバの再起動
AMQP サーバを再起動します。

reboot

ウィザードの起動
使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して guacamole ウィザードを起動します。詳細については、
「CloudCenter の地域ごとのインストール（必須）」 > 「AMQP」 > 「 AMQP – Guacamole サーバ用の CCM/CCO プロパティの設定」 [英語] を参照して
ください。

bash /usr/local/osmosix/bin/gua_config_wizard.sh
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4. ヘルス モニタのアップグレード
ヘルス モニタのアップグレード
● 前提条件
● データベースのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード
● アップグレードの確認
● 監視サーバの再起動
● ウィザードの再起動

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
● アップグレード対象の両方のモニタにバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.6.0 の場

合は、対応するバージョンの値が 4.6.0 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たとえば、

『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

● このプロセスを開始する前 に、データベースとアプリケーションをバックアップしてください。
● CCM データベースのアップグレード手順が実行済みである必要があります。
● CCO のアップグレード手順が実行済みである必要があります。

データベースのバックアップ
展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .

アップグレード パッケージのダウンロード
次の監視アプライアンス パッケージをダウンロードします。
● core_upgrade.bin
● monitor-installer.jar
● monitor-response.xml

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/core_upgrade.bin
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/monitor-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/monitor-response.xml
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アップグレード
1. 次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> monitor
-- See Syntax
rm core_upgrade.bin
例：./core_upgrade.bin centos7 amazon monitor
● <ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
● <cloudtype> = amazon、azure、azurepack、azurerm、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd

2. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar monitor-installer.jar monitor-response.xml

アップグレードの確認
バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version

監視サーバの再起動
監視サーバを再起動します。

reboot

ウィザードの再起動
使用している展開に応じて設定を変更する必要がある場合は、次のコマンドを使用して監視ウィザードを起動します。詳細については、「ヘルス モニタの
インストール（任意）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/monitor_config_wizard.sh
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5. Docker イメージのアップグレード
Docker イメージのアップグレード
● 概要
● Docker イメージのアップグレードが必要なバージョン
● 前提条件
● データベースのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード シナリオの選択
● アップグレードの確認

概要
Docker イメージのアップグレードは、リリースごとに行う必要はありません。あるバージョンで CloudCenter がサポートする Docker イメージをアップグ
レードする必要がある場合は、このページの手順を使用します。
外部サービスを使用している場合、CloudCenter プラットフォームは Docker コンテナを起動してスクリプトを実行します。また、適切なパッケージを使用
してこのコンテナをカスタマイズする必要があります。
Docker イメージは、次の 2 つの場所のいずれかに配置できます。
● CCO VM（デフォルト。同じ場所に配置されます）
● スタンドアロン Docker VM

Docker イメージのアップグレードが必要なバージョン
以前の CloudCenter バージョンから CloudCenter 4.4.x または 4.5.x にアップグレードする場合は、CloudCenter でサポートされる Docker イメージを
アップグレードする必要があります。
CloudCenter 4.4.x 以降には、次の Docker イメージ拡張機能が含まれています。
● 次の導入をサポート：ジョブの中断とジョブの再開
● ログ ファイルやエラー メッセージをコンテナから CCM UI に送信する機能（print_error() ユーティリティ）
詳細については、「外部サービス」 > 「エラー処理」 [英語] を参照してください。

前提条件
アップグレードが必要な CloudCenter の各展開について、次の前提条件を確認します。
● Docker のバージョンが Docker 1.11 であることを確認します。Docker サーバで次のコマンドを発行します：docker version Docker イメージ

が Docker 1.11 でない場合にのみ、Docker イメージをアップグレードする必要があります。

● アップグレードが必要な両方の CCO にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが 4.5.1 の場

合は、対応するバージョンの値が 4.5.1 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たとえば、

『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

● このプロセスを開始する前に、データベースとアプリケーションをバックアップしてください。

データベースのバックアップ
展開された war ファイルをバックアップ フォルダにバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
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アップグレード パッケージのダウンロード
次の CCO インストーラ アップグレード パッケージを CCO サーバにダウンロードします。
● cco-installer.jar
● docker.tar
● Dockerfile

cd /tmp
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/core-upgrade.bin
--no-check-certificate
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/docker.tar
--no-check-certificate
wget --user <username> --password <password> http://download.cliqr.com/<release
version>/appliance/Dockerfile
--no-check-certificate

アップグレード シナリオの選択
アップグレード プロセスは、インスタンス設定によって異なります。CCO のアップグレードを開始する前に、次の点を確認してください。
シナリオ

インスタンス設定

関連する項

1

● インスタンス 1 = CCO +

CCO と Docker が同じインスタンスにある

2

● インスタンス 1 = CCO
● インスタンス 2 = Docker

CCO と Docker が別々のインスタンスにある

Docker

シナリオ 1：CCO と Docker が同じインスタンスにある
CCO と Docker が同じ場所に配置されている場合
1. CCO-Docker インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> cco
-- See Syntax
2. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

tar xvf docker.tar
3. 次のコマンドを実行して、Docker イメージ ファイルを更新します。

cd cliqr-container-worker
# 任意 - Docker イメージをカスタマイズするには、Dockerfile 内の RUN
の下にコマンドを追加します。
vi Dockerfile
# 既存のイメージを削除して新しいイメージを作成します。
docker rmi -f cliqr/worker
docker build -t 'cliqr/worker:latest' .
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シナリオ 2：CCO と Docker が別々のインスタンスにある
CCO と Docker が同じ場所に配置されていない場合
1. CCO インスタンスをアップグレードします。詳細については、「2.CCO のアップグレード」を参照してください。
2. CCO が Docker サーバにアクセスできるように、スタンドアロン Docker インスタンスでポート 2375 が開いていることを確認します。ポート
2375 を開くのは CCO IP のみに制限する必要があります。詳細については、「Dedicated Docker Container（専用 Docker コンテナ）」を参
照してください。
3. Docker インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> cco
-- See Syntax
4. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

tar xvf docker.tar
5. 次のコマンドを実行して、Docker イメージ ファイルを更新します。

cd cliqr-container-worker
# 任意 - Docker イメージをカスタマイズするには、Dockerfile 内の RUN
の下にコマンドを追加します。
vi Dockerfile
# 既存のイメージを削除して新しいイメージを作成します。
docker rmi -f cliqr/worker
docker build -t 'cliqr/worker:latest' .

アップグレードの確認

•

Docker のバージョンが Docker 1.11 であることを確認します。Docker サーバで次のコマンドを発行します。

# docker version Client:
Version:
1.11.1
API version:
1.23
Go version:
go1.5.4
Git commit:
5604cbe
Built:
Wed Apr 27 00:34:42 2016
OS/Arch:
linux/amd64
サーバ：
Version:
1.11.1
API version:
1.23
Go version:
go1.5.4
Git commit:
5604cbe
Built:
Wed Apr 27 00:34:42 2016
OS/Arch:
linux/amd64
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•

次のコマンドを発行し、次のように出力されることを確認します。

# docker images
REPOSITORY
SIZE
<none>
196.7 MB
centos
196.7 MB

TAG

IMAGE ID

CREATED

<none>

d54feac3ed0d

39 seconds ago

7

980e0e4c79ec

10 days ago

HA モードでの CloudCenter 4.6 へのアップグレード
HA のベスト プラクティス
● データベースの高可用性の考慮事項
● CCM の高可用性の考慮事項
● CCO の高可用性
● AMQP の高可用性
● Guacamole

データベースの高可用性の考慮事項
CloudCenter プラットフォームでは、各展開に 1 つの CCM と 1 つのデータベースのみが必要です。企業が CCM の高可用性（HA）とデータ レプリケー
ションを必要とする場合、次の点を考慮する必要があります。
● 2 つの CCM サーバと 2 つのデータベース サーバを同じクラウドまたはデータセンターに配置する必要があります。
● CCM サーバは、セットアップされ実行されているデータベース サーバに依存します。CCM サーバを設定する前に、必ずデータベース サーバを

設定してください。
● CCM インスタンスの 1 つにトラフィックをディスパッチし、セッション スティッキ ポリシーを有効化するようにロードバランサを設定します。
● プライマリ サーバに障害が発生すると、セカンダリ サーバにシームレスに引き継がれます。
● 障害が発生したサーバがオンラインに戻ると、新しいプライマリ サーバからデータが自動的に同期されます。オフラインになっていたサーバは、

その後、セカンダリ サーバになります。
CloudCenter のコンテキストで使用される場合、PostgreSQL データベースは、次のようなマスター/スレーブの高可用性（HA）セットアップに従います。
● マスター サーバは、データの変更をスレーブ サーバに非同期で送信します。
● マスター サーバは、マスター サーバの実行中に読み取り専用クエリに応答します。

2 つの PostgreSQL データベース サーバが連携して動作し、マスター サーバに障害が発生しても 2 番目のサーバが迅速に引き継ぐことができます。
● マスター サーバ：データを変更するサーバ。このサーバは負荷を処理します。
● スレーブ サーバ：マスター サーバでの変更に対し、応答またはレプリケーションを行うサーバ。

CCM の高可用性の考慮事項
CloudCenter の高可用性（HA）ソリューション：
● 同期：すべてのサーバがトランザクションを完了するまで、トランザクションはコミット済みとは見なされません。
● フェールオーバーによってデータが失われないようにします。一方の CCM サーバがオフラインになると、もう一方のサーバがプライマリ サーバと

して引き継がれ、必要なすべてのアクティビティが引き続き処理されます。
● 両方のサーバのデータベースと設定の変更は同期されているため、両サーバに一貫性のある結果が返されます。

HA を実現するために、CloudCenter CCM サーバと PostgreSQL データベース サーバが連携して動作し、プライマリ サーバに障害が発生しても 2 番
目のサーバが迅速に引き継ぐことができます。2 つのサーバ（CCM セットアップまたはデータベース セットアップ）が連携して動作するために、
CloudCenter プラットフォームでは、いずれか一方のサーバでのみデータを変更できます。
● プライマリ サーバ：データを変更するサーバ。このサーバは負荷を処理します。
● セカンダリ サーバ：プライマリ サーバでの変更に対し、応答またはレプリケーションを行うサーバ。
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CloudCenter 展開で CCM サーバの HA を実現するには、次のサーバをインストールして、プライマリ/セカンダリ レプリケーションのセットアップ用に構
成する必要があります。
● 2 つのデータベース サーバ：レプリケーションのセットアップ用のマスター データベースとスレーブ データベース。
● 2 つの CCM サーバ：高可用性のセットアップ用のプライマリ CCM とセカンダリ CCM。

障害が発生したサーバがオンラインに戻ると、新しいプライマリ サーバからデータが自動的に同期されます。オフラインになっていたサーバは、その後、
セカンダリ サーバになります。

CCO の高可用性
CCO の HA を実現する手順は複雑であるため、DevOps に関するより深い知識が必要になります。最初に、会社の DevOps チームに連絡し
て、この項の各要件に対処することを確認します。
高可用性を実現するには、CloudCenter 展開の各クラウド（地域）またはデータセンターに少なくとも 1 つの CCO をインストールして構成する必要があり
ます。CCO サーバは、ロード バランサの背後で同時に実行されます。各サーバはアクティブであり、クラスタ内のすべてのサーバはオーケストレーション
タスクを並行して実行します。クラスタ内のいずれかのサーバがオフラインになっても、他のアクティブなサーバは引き続きオーケストレーション タスクを
処理します。オフライン サーバがオンラインに戻ると、アクティブなサーバからデータが自動的に同期されます。
CCO HA セットアップは、地域ごとに行われます。
CloudCenter では、複数の地域の間での CCO HA の設定をサポートしていません。

CCO HA セットアップには、次の CCO サーバが必要です。
● CCO1 = CCO HA および MongoDB HA を設定
● CCO2 = CCO HA および MongoDB HA を設定
● CCO3 = MongoDB HA（MongoDB の最小要件）

HA を実現するには、3 つの CCO サーバをすべて異なる可用性ゾーンで起動する必要があります。詳細については、「可用性のセットとゾー
ン」 [英語] を参照してください。
CCO ロード バランサの使用
● CloudCenter UI を使用して、ロード バランサの IP アドレスで CCO IP フィールドを設定します。
● 既存の展開に新しい CCO を追加する場合は、以前に設定した CCO IP アドレスをロードバランサの IP アドレスに置き換えます。

AMQP の高可用性
CloudCenter 展開に真の HA サポートを提供するには、ロード バランサを RabbitMQ クラスタの上に配置する必要があります。
CloudCenter 管理エージェントは、AMQP サーバからメッセージを取得します。これは瞬間的に完了するプロセスではありません。メッセージ取得の進行
中に AMPQ サーバに障害が発生すると、そのメッセージが失われる可能性があります。
導入直後の CloudCenter ソリューションでは、クラスタリングや HA は提供されません。そのため、真の HA を実現するには CloudCenter 展開のクラス
タ化環境にロード バランサを手動で追加する必要があります。クラスタリングを実装せずにロード バランサを使用しても、複数の AMQP サーバ間の
キュー交換は保証されません。
CCO 側にある複数のクラスタ化 AMQP サーバ（ロード バランサなし）では、クラスタ化環境のみが保証され、導入直後の CloudCenter 展開でのレプリ
ケーションは確立されません。災害発生時に必要な場合、手動管理のフェールオーバー メカニズムのみが提供されます。
現在、CloudCenter プラットフォームでは Guacamole 用の HA をサポートしていません。Guacamole は、各 AMQP サーバ内に存在する別
個のコンポーネントです。詳細については、「コンポーネントのモードと役割」 [英語] を参照してください。
各 AMQP サーバが別々の地域に配置されている場合は、地域間で HA ソリューションが機能しないことに注意してください。
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エンドツーエンドの AMQP HA を実現するには、CloudCenter 展開に次のものが必要です。
● ミラーリングによるクラスタ化 AMQP サーバのセットアップ：サーバ クラスタリングの詳細については、https://www.rabbitmq.com/clustering.html

[英語] を参照してください。

● すべての AMQP サーバを管理するロード バランサ：それぞれのロード バランサの関連ドキュメントを参照して、使用している環境に合わせてこ

のセットアップを構成します。
高可用性プロセスを開始する前に、次の要件を確認してください。
●
●
●
●
●

データベースが構成されセットアップされていること。
IP アドレスではなく DNS 名を使用して AMQP クラスタがセットアップされていること。
AMQP サーバを管理するようにロード バランサが構成されていること。
すべての CCO キューに適用されるミラーリング ポリシーでクラスタ化 AMQP サーバのセットアップが構成されていること。
RabbitMQ クラスタの上にロード バランサをセットアップした後に、AMQP サーバの IP アドレスを読み取るように CCO サーバを構成すること。

Guacamole
Guacamole は別個のコンポーネントであることに注意してください。現在、CloudCenter プラットフォームでは Guacamole 用の HA をサポートしていま
せん。詳細については、「コンポーネントのモードと役割」 [英語] を参照してください。

HA モードでの CCM-DB のアップグレード
HA モードでの CCM およびデータベースのアップグレード
● 概要
● コンポーネントのアカウンタビリティ
● 前提条件
● データベースのバックアップ
● アップグレード パッケージのダウンロード
● アップグレード シナリオの選択
● アップグレードの確認
● CCM サーバの再起動
● CCM ウィザードの起動
● CCO のアップグレード

概要
この項では、HA モードで CloudCenter 4.5.x 展開を CloudCenter 4.6.x にアップグレードする方法の詳細について説明します。
HA モードでは、マスター/スレーブ レプリケーション モードで 2 つのスタンドアロン サーバに PostgreSQL DB をセットアップする必要があります。
このアップグレードでのデータベースのバックアップ手順については、この項の後半で説明します。このプロセスを開始する前 に、データベースと
アプリケーションをバックアップしてください（下の「 データベースのバックアップ」の項を参照）。

非 HA CloudCenter 展開をアップグレードする場合は、「非 HA モードでの CloudCenter 4.6 へのアップグレード」を参照してください。

コンポーネントのアカウンタビリティ
HA モードでインスタンスをアップグレードするには、次の項を参照してください。
1.
2.
3.
4.

データベースおよび CCM：このページ。
CCO：「HA モードでの CCO のアップグレード」を参照してください。
AMQP：HA アップグレード プロセスの一部としてアップグレードする必要はありません。
Guacamole：Guacamole は別個のコンポーネントであることに注意してください。現在、CloudCenter プラットフォームでは Guacamole 用の
HA をサポートしていません。
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前提条件
アップグレード プロセス中は CCM と DB がオフラインになります。このプロセスを開始する前に、社内でダウン タイムをスケジュールしてください。
アップグレード プロセスを開始する前に、次の要件を確認してください。
● HA の考慮事項については、「HA のベスト プラクティス」を参照してください。
● アップグレードが必要な各 CCM（CCM プライマリおよび CCM セカンダリ）と各 PostgreSQL（DB マスターおよび DB スレーブ）インスタンスに

対して、次の前提条件を確認します。
● アップグレード対象の両方の CCM にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが

4.5.5 の場合は、対応するバージョンの値が 4.5.5 であることを確認します）。
● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。

たとえば、『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

データベースのバックアップ
データベースとアプリケーションをバックアップします（次の例では /mnt を使用しますが、このディレクトリは必要に応じて変更できます）。

4.5.x からのバックアップ
NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
mysqldump -p -u root osmosixdb > osmosixdb.sql
# At the prompt, enter the password, osmosix
tar czvf osmosixdb.tar.gz osmosixdb.sql
rm osmosixdb.sql

Osmosix ユーザには、-R オプションを使用する権限がありません。CloudCenter では GetVendorList ルーチンが使用されます。このルーチンを
データベースの他の部分と一緒にバックアップするには、root ユーザ クレデンシャルを使用して -R オプションを指定する必要があります。

4.6.x からのバックアップ
NOW=$(date +"%Y%m%d")
bakdir="/mnt/bak/$NOW"
mkdir -p $bakdir
cd $bakdir
cp -r /usr/local/tomcat/webapps/* .
pg_dump -U cliqr -d cliqrdb > cliqrdb.sql
# At the prompt, enter the password, cliqr
tar czvf cliqrdb.tar.gz cliqrdb.sql
rm cliqrdb.sql
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アップグレード パッケージのダウンロード
1. CCM ビルドにログインします。
2. 次のインストーラ アップグレード パッケージをダウンロードします。
a. core_upgrade.bin
b. ccm-installer.jar
c. ccm-response.xml

cd /tmp
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/core_upgrade.bin
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-installer.jar
wget --user <username> --password <password>
http://download.cliqr.com/{VERSION_DIR}/appliance/ccm-response.xml
VERSION_DIR はソフトウェアのダウンロード場所を示します。詳細については、CloudCenter サポートにお問い合わせください。

HA モードでの CloudCenter 4.6 へのアップグレード
HA のベスト プラクティス
● データベースの高可用性の考慮事項
● CCM の高可用性の考慮事項
● CCO の高可用性
● AMQP の高可用性
● Guacamole

データベースの高可用性の考慮事項
CloudCenter プラットフォームでは、各展開に 1 つの CCM と 1 つのデータベースのみが必要です。企業が CCM の高可用性（HA）とデータ レプリケー
ションを必要とする場合、次の点を考慮する必要があります。
● 2 つの CCM サーバと 2 つのデータベース サーバを同じクラウドまたはデータセンターに配置する必要があります。
● CCM サーバは、セットアップされ実行されているデータベース サーバに依存します。CCM サーバを設定する前に、必ずデータベース サーバを

設定してください。
● CCM インスタンスの 1 つにトラフィックをディスパッチし、セッション スティッキ ポリシーを有効化するようにロードバランサを設定します。
● プライマリ サーバに障害が発生すると、セカンダリ サーバにシームレスに引き継がれます。
● 障害が発生したサーバがオンラインに戻ると、新しいプライマリ サーバからデータが自動的に同期されます。オフラインになっていたサーバは、

その後、セカンダリ サーバになります。
CloudCenter のコンテキストで使用される場合、PostgreSQL データベースは、次のようなマスター/スレーブの高可用性（HA）セットアップに従います。
● マスター サーバは、データの変更をスレーブ サーバに非同期で送信します。
● マスター サーバは、マスター サーバの実行中に読み取り専用クエリに応答します。

2 つの PostgreSQL データベース サーバが連携して動作し、マスター サーバに障害が発生しても 2 番目のサーバが迅速に引き継ぐことができます。
● マスター サーバ：データを変更するサーバ。このサーバは負荷を処理します。
● スレーブ サーバ：マスター サーバでの変更に対し、応答またはレプリケーションを行うサーバ。

CCM の高可用性の考慮事項
CloudCenter の高可用性（HA）ソリューション：
● 同期：すべてのサーバがトランザクションを完了するまで、トランザクションはコミット済みとは見なされません。
● フェールオーバーによってデータが失われないようにします。一方の CCM サーバがオフラインになると、もう一方のサーバがプライマリ サーバと

して引き継がれ、必要なすべてのアクティビティが引き続き処理されます。
● 両方のサーバのデータベースと設定の変更は同期されているため、両サーバに一貫性のある結果が返されます。
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HA を実現するために、CloudCenter CCM サーバと PostgreSQL データベース サーバが連携して動作し、プライマリ サーバに障害が発生しても 2 番
目のサーバが迅速に引き継ぐことができます。2 つのサーバ（CCM セットアップまたはデータベース セットアップ）が連携して動作するために、
CloudCenter プラットフォームでは、いずれか一方のサーバでのみデータを変更できます。
● プライマリ サーバ：データを変更するサーバ。このサーバは負荷を処理します。
● セカンダリ サーバ：プライマリ サーバでの変更に対し、応答またはレプリケーションを行うサーバ。

CloudCenter 展開で CCM サーバの HA を実現するには、次のサーバをインストールして、プライマリ/セカンダリ レプリケーションのセットアップ用に構
成する必要があります。
● 2 つのデータベース サーバ：レプリケーションのセットアップ用のマスター データベースとスレーブ データベース。
● 2 つの CCM サーバ：高可用性のセットアップ用のプライマリ CCM とセカンダリ CCM。

障害が発生したサーバがオンラインに戻ると、新しいプライマリ サーバからデータが自動的に同期されます。オフラインになっていたサーバは、その後、
セカンダリ サーバになります。

CCO の高可用性
CCO の HA を実現する手順は複雑であるため、DevOps に関するより深い知識が必要になります。最初に、会社の DevOps チームに連絡し
て、この項の各要件に対処することを確認します。
高可用性を実現するには、CloudCenter 展開の各クラウド（地域）またはデータセンターに少なくとも 1 つの CCO をインストールして構成する必要があり
ます。CCO サーバは、ロード バランサの背後で同時に実行されます。各サーバはアクティブであり、クラスタ内のすべてのサーバはオーケストレーション
タスクを並行して実行します。クラスタ内のいずれかのサーバがオフラインになっても、他のアクティブなサーバは引き続きオーケストレーション タスクを
処理します。オフライン サーバがオンラインに戻ると、アクティブなサーバからデータが自動的に同期されます。
CCO HA セットアップは、地域ごとに行われます。

アップグレード シナリオの選択
アップグレード プロセスは、インスタンス設定によって異なります。CloudCenter のアップグレードを開始する前に、次の点を確認してください。
シナリオ

既存のシナリオ

アップグレード シナリオ

この項のプロセスに従います

● インスタンス 1 = CCM プライ
マリ
● インスタンス 2 = CCM セカン
ダリ
● インスタンス 3 = MySQL
● インスタンス 4 = MySQL

● インスタンス 1 = CCM
プライマリ
● インスタンス 2 = CCM
セカンダリ
● インスタンス 3 =
PostgreSQL マスター
● インスタンス 4 =
PostgreSQL スレーブ

2 つの CCM と 2 つの
PostgreSQL – A

● インスタンス 1 = CCM プライ
マリ
● インスタンス 2 = CCM セカン
ダリ
● インスタンス 3 = PostgreSQL
インスタンス 4 = PostgreSQL

● インスタンス 1 = CCM
プライマリ
● インスタンス 2 = CCM
セカンダリ
● インスタンス 3 =
PostgreSQL マスター
● インスタンス 4 =
PostgreSQL スレーブ

2 つの CCM と 2 つの
PostgreSQL – B

シナリオ 3

● インスタンス 1 = CCM プライ
マリ
● インスタンス 2 = CCM セカン
ダリ
● 一方または両方の CCM イン
スタンスに MySql

● インスタンス 1 = CCM プ
ライマリ
● インスタンス 2 = CCM セ
カンダリ
● インスタンス 3 =
PostgreSQL マスター
● インスタンス 4 =
PostgreSQL スレーブ

一方または両方の CCM インスタ
ンスに MySql

シナリオ 4

● インスタンス 1 = CCM
● インスタンス 2 = MySQL
● インスタンス 3 = MySQL

● インスタンス 1 = CCM
● インスタンス 2 =
PostgreSQL マスター
● インスタンス 3 =
PostgreSQL スレーブ

1 つの CCM と 2 つの
PostgreSQL

シナリオ 1
CloudCenter 4.5.x から 4.6.x にアップグレードする
場合に使用します。

シナリオ 2
使用可能になった時点で CloudCenter 4.6.0 から
4.6.x にアップグレードする場合に使用します。
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シナリオ

既存のシナリオ

シナリオ 5

● インスタンス 1 = CCM プライ
マリ
● インスタンス 2 = CCM セカン
ダリ
● インスタンス 3 = MySQL

アップグレード シナリオ
● インスタンス 1 = CCM プ
ライマリ
● インスタンス 2 = CCM セ
カンダリ
● インスタンス 3 =
PostgreSQL

この項のプロセスに従います
2 つの CCM と 1 つの
PostgreSQL

2 つの CCM と 2 つの PostgreSQL – A
シナリオ 1：それぞれが別々のインスタンスにある場合
CloudCenter 4.5.x から 4.6.x にアップグレードする場合は、この手順を使用します。
このプロセスに従って、HA モードで CCM-DB インスタンスをアップグレードします。
1. 両方の PostgreSQL データベース インスタンスをアップグレードするには、次の手順に従います。
a. 両方のデータベース サーバを、同じクラウドまたはデータセンターにインストールします。
b. マスターとスレーブのデータベース サーバが同じサブネットにあることを確認します。マスターとスレーブのデータベース サーバが
異なるサブネット（または VPC）上にある場合、プライベート IP を介して互いに通信できることを確認します。
c. マスター IP とスレーブ IP を使用して両方のインスタンスを起動します。
d. マスターとスレーブの VM 間の SSH 接続をセットアップします。DB マスターと DB スレーブのサーバ間で SSH キーを交換します。
i. DB マスター上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
ssh-keygen -t rsa
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
ii. id_rsa ファイル（~/.ssh/id_rsa と ~/.ssh/id_rsa.pub）を DB マスターから DB スレーブの同じ場所にコピーします。DB ス
レーブ上に .ssh ディレクトリが存在しない場合は、ファイルをコピーする前に次のコマンドを使用して作成します。

sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod ~/.ssh
iii. DB スレーブ上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
chmod 400 ~/.ssh/id_rsa*
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
iv. 各 VM で次のコマンドを実行して、DB マスターと DB スレーブ間の相互の SSH アクセスを確認します。

sudo -i
ssh cliqruser@<DB master/DB slave>
e. 指定されたポートでセキュリティ グループを作成し、このセキュリティ グループを使用してインスタンスを起動します。
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f. PostgreSQL の各インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax
構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
g. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。詳細については、
「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
h. データベースのアップグレードに成功した場合、両方の MySQL インスタンスは不要になるため、これらのインスタンスを停止する
ことができます。
2. CCM プライマリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
mysql_host=<mysql_host_ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
3. CCM セカンダリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
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構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
db_enable=false
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml

2 つの CCM と 2 つの PostgreSQL – B
シナリオ 2：それぞれが別々のインスタンスにある場合
（使用可能になった時点で）CloudCenter 4.6.0 から 4.6.x にアップグレードする場合は、この手順を使用します。
このプロセスに従って、HA モードで CCM-DB インスタンスをアップグレードします。
1. 両方の PostgreSQL データベース インスタンスをアップグレードするには、次の手順に従います。
a. 両方のデータベース サーバを、同じクラウドまたはデータセンターにインストールします。
b. マスターとスレーブのデータベース サーバが同じサブネットにあることを確認します。マスターとスレーブのデータベース サーバが
異なるサブネット（または VPC）上にある場合、プライベート IP を介して互いに通信できることを確認します。
c. マスター IP とスレーブ IP を使用して両方のインスタンスを起動します。
d. マスターとスレーブの VM 間の SSH 接続をセットアップします。DB マスターと DB スレーブのサーバ間で SSH キーを交換します。
i. DB マスター上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
ssh-keygen -t rsa
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
ii. id_rsa ファイル（~/.ssh/id_rsa と ~/.ssh/id_rsa.pub）を DB マスターから DB スレーブの同じ場所にコピーします。DB ス
レーブ上に .ssh ディレクトリが存在しない場合は、ファイルをコピーする前に次のコマンドを使用して作成します。

sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod ~/.ssh
iii. DB スレーブ上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
chmod 400 ~/.ssh/id_rsa*
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
iv. 各 VM で次のコマンドを実行して、DB マスターと DB スレーブ間の相互の SSH アクセスを確認します。

sudo -i
ssh cliqruser@<DB master/DB slave>
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e. 指定されたポートでセキュリティ グループを作成し、このセキュリティ グループを使用してインスタンスを起動します。
f. PostgreSQL の各インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
g. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。詳細については、
「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
2. CCM プライマリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
3. CCM セカンダリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
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構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
db_enable=false
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml

一方または両方の CCM インスタンスに MySql
シナリオ 3：それぞれが別々のインスタンスにあり、MySQL と CCM が共存している場合
このプロセスに従って、HA モードで CCM-DB インスタンスをアップグレードします。
1. 両方の PostgreSQL データベース インスタンスをアップグレードするには、次の手順に従います。
a. 両方のデータベース サーバを、同じクラウドまたはデータセンターにインストールします。
b. マスターとスレーブのデータベース サーバが同じサブネットにあることを確認します。マスターとスレーブのデータベース サーバが
異なるサブネット（または VPC）上にある場合、プライベート IP を介して互いに通信できることを確認します。
c. マスター IP とスレーブ IP を使用して両方のインスタンスを起動します。
d. マスターとスレーブの VM 間の SSH 接続をセットアップします。DB マスターと DB スレーブのサーバ間で SSH キーを交換します。
i. DB マスター上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
ssh-keygen -t rsa
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
ii. id_rsa ファイル（~/.ssh/id_rsa と ~/.ssh/id_rsa.pub）を DB マスターから DB スレーブの同じ場所にコピーします。DB ス
レーブ上に .ssh ディレクトリが存在しない場合は、ファイルをコピーする前に次のコマンドを使用して作成します。

sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod ~/.ssh
iii. DB スレーブ上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
chmod 400 ~/.ssh/id_rsa*
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
iv. 各 VM で次のコマンドを実行して、DB マスターと DB スレーブ間の相互の SSH アクセスを確認します。

sudo -i
ssh cliqruser@<DB master/DB slave>
e. 指定されたポートでセキュリティ グループを作成し、このセキュリティ グループを使用してインスタンスを起動します。
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f. PostgreSQL の各インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
g. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。詳細については、
「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
2. CCM プライマリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
3. CCM セカンダリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
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b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_enable=false
mysql_host=<mysql_ip>
db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>

2 つの MySQL サーバがある場合（高可用性セットアップの場合）、mysql_host=<mysql_ip> の値は
mysql_host=<default> と表示されます。この場合、デフォルト値を mysql_ip に変更する必要はありません。
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml

1 つの CCM と 2 つの PostgreSQL
シナリオ 4：DB が別々のインスタンスにある場合
このプロセスに従って、HA モードで CCM-DB インスタンスをアップグレードします。
1. 両方の PostgreSQL データベース インスタンスをアップグレードするには、次の手順に従います。
a. 両方のデータベース サーバを、同じクラウドまたはデータセンターにインストールします。
b. マスターとスレーブのデータベース サーバが同じサブネットにあることを確認します。マスターとスレーブのデータベース サーバが
異なるサブネット（または VPC）上にある場合、プライベート IP を介して互いに通信できることを確認します。
c. マスター IP とスレーブ IP を使用して両方のインスタンスを起動します。
d. マスターとスレーブの VM 間の SSH 接続をセットアップします。DB マスターと DB スレーブのサーバ間で SSH キーを交換します。
i. DB マスター上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
ssh-keygen -t rsa
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
ii. id_rsa ファイル（~/.ssh/id_rsa と ~/.ssh/id_rsa.pub）を DB マスターから DB スレーブの同じ場所にコピーします。DB ス
レーブ上に .ssh ディレクトリが存在しない場合は、ファイルをコピーする前に次のコマンドを使用して作成します。

sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod ~/.ssh
iii. DB スレーブ上で、次のコマンドを実行して新しい SSH キーを生成します。

sudo -i
chmod 400 ~/.ssh/id_rsa*
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
iv. 各 VM で次のコマンドを実行して、DB マスターと DB スレーブ間の相互の SSH アクセスを確認します。

sudo -i
ssh cliqruser@<DB master/DB slave>
e. 指定されたポートでセキュリティ グループを作成し、このセキュリティ グループを使用してインスタンスを起動します。
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f. PostgreSQL の各インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
g. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。詳細については、
「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
2. CCM サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
mysql_host=<mysql_ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
d. データベースのアップグレードに成功した場合、両方の MySQL インスタンスは不要になるため、これらのインスタンスを停止する
ことができます。

2 つの CCM と 1 つの PostgreSQL
シナリオ 5：CCM が別々のインスタンスにある場合
このプロセスに従って、HA モードで CCM-DB インスタンスをアップグレードします。
1. PostgreSQL インスタンスをアップグレードします。
a. 指定されたポートでセキュリティ グループを作成し、このセキュリティ グループを使用してインスタンスを起動します。
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b. PostgreSQL インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> mgmtpostgres
-- See Syntax

構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
c. 次のコマンドを使用してデータベース ウィザードを起動し、CCM がデータベースにアクセスできるようにします。詳細については、
「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。

bash /usr/local/osmosix/bin/db_config_wizard.sh
d. データベースのアップグレードに成功した場合、MySQL インスタンスは不要になるため、これらのインスタンスを停止することがで
きます。
2. CCM プライマリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
mysql_host=<mysql_ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
3. CCM セカンダリ サーバをアップグレードします。
a. CCM インスタンスで次のコマンドを実行します。

sudo –i
cd /tmp
chmod 755 core_upgrade.bin
./core_upgrade.bin <ostype> <cloudtype> ccm_sa
-- See Syntax
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構文
<ostype> = centos6、centos7、rhel6、rhel7、ubuntu1204（Ubuntu12.04 は新規インストールでは推奨されません）
<cloudtype> = amazon、azure、azurepack、google、opsource、openstack、softlayer、vmware、vcd
b. ccm-response.xml ファイルを編集して、次の値を追加します。

db_enable=false
mysql_host=<mysql_ip>
db_host=<postgres_vip or postgre_elastic ip>
c. ダウンロード フォルダから次のコマンドを実行します。

java -jar ccm-installer.jar ccm-response.xml
HA モードで CCM および PostgreSQL サーバをアップグレードしました。

アップグレードの確認
バージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が各 VM の新しいリリースを反映していることを確認します。

cat /usr/local/osmosix/etc/version

CCM サーバの再起動
CCM サーバを再起動します。

reboot

CCM ウィザードの起動
次のコマンドを使用して CCM ウィザードを起動します。詳細については、「CCM のインストール（必須）」 [英語] を参照してください。
必須：手順 8 には特に注意してください。
アプリケーション プロファイル テンプレートのロゴを設定する必要があります。

bash /usr/local/cliqr/bin/ccm_config_wizard.sh

CCO のアップグレード
詳細については、「HA モードでの CCO のアップグレード」を参照してください。
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HA モードでの CCO のアップグレード
HA モードでの CCO のアップグレード
● HA モードでの CCO のアップグレード
● 概要
● コンポーネントのアカウンタビリティ
● 前提条件
● HA モードから HA モードへの CCO のアップグレード
● 非 HA モードから HA モードへのアップグレード

概要
この項では、HA モードで CloudCenter 4.5.x 展開を CloudCenter 4.6.x にアップグレードする方法の詳細について説明します。
CCO の HA を実現する手順は複雑であるため、DevOps に関するより深い知識が必要になります。最初に、会社の DevOps チームに連絡し
て、この項の各要件に対処することを確認します。

このアップグレードでのデータベースのバックアップ手順については、この項の後半で説明します。このプロセスを開始する前に、データベースとア
プリケーションをバックアップしてください（詳細については、「バックアップと復元」 > 「CCO（MongoDB）」 [英語] を参照）。

非 HA CloudCenter 展開をアップグレードする場合は、「非 HA モードでの CloudCenter 4.6 へのアップグレード」を参照してください。

コンポーネントのアカウンタビリティ
HA モードでインスタンスをアップグレードするには、次の項を参照してください。
1.
2.
3.
4.

データベースおよび CCM：「HA モードでの CCM-DB のアップグレード」を参照してください。
CCO：このページ。
AMQP：HA アップグレード プロセスの一部としてアップグレードする必要はありません。
Guacamole：Guacamole は別個のコンポーネントであることに注意してください。現在、CloudCenter プラットフォームでは Guacamole 用の
HA をサポートしていません。

前提条件
アップグレード プロセス中は CCO がオフラインになります。このプロセスを開始する前に、社内でダウン タイムをスケジュールしてください。

アップグレード プロセスを開始する前に、次の要件を確認してください。
● アップグレードが必要な各 CCO インスタンスについて、次の前提条件を確認します。
● HA の考慮事項については、「HA のベスト プラクティス」を参照してください。
● アップグレード対象の両方の CCO にバージョン ファイル（/usr/local/osmosix/etc/version）が存在することを確認します。
● バージョン ファイルに正しいバージョン番号が含まれていることを確認します（たとえば、現在の CloudCenter リリース バージョンが

4.5.5 の場合は、対応するバージョンの値が 4.5.5 であることを確認します）。

● アップグレード先の CloudCenter バージョンに関するリリース固有の情報については、対応するリリース ノートを参照してください。たと

えば、『CloudCenter 4.6.0 Release Notes』 [英語] などです。

● このプロセスを開始する前 に、データベースとアプリケーションをバックアップしてください。詳細については、「バックアップと復元」 [英

語] を参照してください。

HA モードから HA モードへの CCO のアップグレード
HA CCO をアップグレードするには、このプロセスに従います。
1. スタンドアロン CCO のアップグレードの場合と同じように、アップグレード シナリオを選択します。詳細については、「2.CCO のアップグレード」
を参照してください。
2. 3 つの CCO サーバすべてで、次の手順を同時に設定します。すべての CCO サーバでこの手順のステップをすべて完了してから、すべての
CCO サーバで次のステップに進みます。
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a. CCO Spring アプリケーションを設定します。

vi
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/spring/misc/cliqr-gateway-ha
zelcast-context.xml
# 次のブロックをコメント アウトします。
<!-<mongo:mongo-client id="mongo" host="localhost" port="27017">
<mongo:client-options
write-concern="ACKNOWLEDGED"
socket-keep-alive="true" connect-timeout="30000" socket-timeout="60000" />
</mongo:mongo-client>
-->
# 次のブロックを挿入して、各 CCO サーバの IP 値を置き換えます。
<mongo:mongo-client id="mongo"
replica-set="<CCO1 server ip value>:27017,
<CCO2 server ip value>:27017,
<CCO3 server ip value>:27017">
<mongo:client-options
write-concern="ACKNOWLEDGED"
socket-keep-alive="true" connect-timeout="30000" socket-timeout="60000" />
</mongo:mongo-client>
b. ファイルを保存します。
3. CCO ウィザードを起動して、プライマリ CCO サーバで CCO IP アドレスのコンマ区切りリストを指定し、[Hazelcast IP List] を設定します。詳細
については、「CloudCenter の地域ごとのインストール（必須）」 > 「CCO HA サーバ」 > 「CCO_PRIMARY – CCO プロパティの設定」および
「CCO_SECONDARY – CCO プロパティの設定」 [英語] を参照してください。

非 HA モードから HA モードへのアップグレード
非 HA CCO シナリオから CCO HA シナリオにアップグレードする場合は、このプロセスに従います。
1. 非 HA VM のスタンドアロン モードで CCO のアップグレード プロセスを実行します。
2. 別のスタンドアロン CCO VM をインストールします。
3. CCO HA プロセスに従います。
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