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はじめに 
Cisco TelePresence Video Communication Server（Cisco VCS）クラスタは、Cisco VCS インストー

ルのレジリエンスとキャパシティを拡張するように設定されています。クラスタの VCS ピアは、帯

域幅およびルーティング、ゾーン、FindMe™ などのその他の設定を共有します。エンドポイント

は、クラスタの任意のペアに登録できます。エンドポイントは、初期ピアとの接続を失っても、クラ

スタの別のピアに再登録できます。 

コール ライセンシングは、クラスタ単位で実行されます。クラスタ ピアにインストールされている

任意のトラバーサルまたは非トラバーサル コール ライセンスは、クラスタ内の任意のピアが使用で

きます。クラスタ ピアが使用不能になると、そのピアにインストールされているコール ライセンス

は、クラスタがピアとの接続を失ってから 2 週間、残りのクラスタ ピアで使用できます。これによ

り、クラスタの全体のライセンス キャパシティが保持されます。ただし、各ピアは、その物理的な

キャパシティ（非トラバーサル コール 500、トラバーサル コール 100）による制限があるので注意

してください。 

クラスタのすべての VCS ピアのルーティング キャパシティは同じである必要があります。VCS が
コールを宛先にルーティングできる場合、そのクラスタのすべての VCS ピアが、コールをその宛先

にルーティングできると見なされます。ルーティングが VCS ピア間で異なる場合、個別の VCS/VCS 
クラスタを使用する必要があります。 

この導入ガイドでは、X7.2 VCS クラスタの作成、変更およびアップグレード方法について説明しま

す。また、次の方法について説明します。 

 X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラスタから X7.2 クラスタへのアップグレード 

 X7.1 クラスタの X7.2 クラスタへのアップグレード（Provisioning Extension モード） 

 VCS X7.2 ピアの新しいクラスタの作成（Provisioning Extension モード：推奨） 

 VCS X7.2 ピアの新規クラスタの作成（TMS Agent Legacy モード） 

 X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード） 

 X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（TMS Agent Legacy モード） 

 ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除） 

 アウトオブサービス VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除） 

 VCS X7.2 クラスタの無効化 

 VCS X7.2 クラスタのマスター ピアの変更 

 VCS X7.2 ピアの IP アドレスの変更 

 VCS X5.2 以前のバージョンから X7.2 へのアップグレード 

（注） 

X5.x、X6.x、X7.0.n、X7.1 および X7.2 では、TMS Agent Legacy モードの TMS は、FindMe レプリ

ケーション用に環境を開始します。実稼働環境のクラスタ全体で FindMe データを複製する必要はあ

りませんが、TMS では、クラスタ全体への FindMe データの初期分散を実行する必要があります。

また、TMS は、プロビジョニングが VCS でサポートされる場合に必要です。 

X7.1 以降の Provisioning Extension モード：TMS は、FindMe 設定が TMS から行われる場合、およ

びエンドポイントがプロビジョニングされる場合に必要です。TMS はクラスタの設定には必要あり

ません。VCS は、必要に応じて、VCS クラスタにローカルで設定できます （FindMe が、TMS から

ではなく、VCS クラスタでローカルに保存される場合、後でその FindMe 情報を TMS に移動する必

要はありません）。 
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（注）プロビジョニングの有効化とクラスタの作成は別のプロセスです。クラスタでプロビジョニン

グを有効にする場合、次のいずれかの手順を実行します。 

 本書の説明に従い、（プロビジョニングを有効にせずに）VCS のクラスタを作成し、『Cisco 
TMS Provisioning Deployment Guide』の説明に従い、クラスタでプロビジョニングを有効にし

ます。 

 『Cisco TMS Provisioning Deployment Guide』の説明に従い、マスター VCS でプロビジョニン

グを有効にして、本書の説明に従い VCS のクラスタを作成します。 

X7.0.n/X6.1/X6.0/X5/X4.3/X4.1 クラスタがあるクラスタの作成、変更およびトラブルシューティング

については、次の資料を参照してください。 

 『Cisco VCS Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide（X7.0.n)』 

 『Cisco VCS Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide（X6.1)』 

 『Cisco VCS deployment guide - Cluster creation and maintenance（X6)』 

 『Cisco VCS deployment guide - Cluster creation and maintenance（X5)』 

 『TANDBERG VCS deployment guide - Cluster creation and maintenance（VCS X4.3)』 

 『TANDBERG VCS deployment guide - Cluster creation and maintenance（VCS X4.1)』 
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前提条件 
VCS クラスタ ピアは、すべてが同じコード バージョンを実行する必要があります（例：すべてが 
X7.2、X7.0.2 または X6.1 など）。ただし、クラスタのアップグレード中の短期間に限り、これらの

ピアで異なるコード バージョンを実行できます。 

X7.2 VCS ピアのクラスタを設定する前、または X7.2 VCS をクラスタに追加する前に、次のことを

確認します。 

 DNS SRV レコードが、クラスタの各ピアの A または AAA レコードを含むクラスタで使用できる 

 クラスタの各 VCS ピアおよびすべての VCS ピアが、クラスタ内または追加されるクラスタのそ

の他の VCS から 15 ms ホップ（ラウンド トリップ遅延 30 ms）以内にある 

 クラスタの各 VCS ピアおよびすべての VCS ピアが、クラスタ内または追加されるクラスタのそ

の他の VCS に直接ルーティングできる（クラスタ ピア間の NAT は許可されず、ファイアウォー

ルがある場合、必須ポートがオープンであることを確認します） 

 すべての VCS ピアに、同じオプション キーのセットがインストールされている 

• コール ライセンス キーの数はピアごとに異なる場合があります。この場合、他のすべての

ライセンス キーは各ピアで同じでなければなりません。 

• オプション キーをインストールした場合、これらをアクティブにするには、VCS をリス

タートする必要があります。 

 TMS 12.6 以降の Cisco TMS バージョンを実行している（Provision Extension モードを使用する

場合、TMS 13.2 以降が必要です） 

 各 VCS で異なるシステム名を使用している 

 H.323 モードが各 VCS で有効にされている（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [H.323]、H.323 モードで [オン（On）] を選択）（H.323 通信がクラスタ ピア間

で使用されている） 

 VCS クラスタに、すべてのクラスタ ピアを定義する DNS SRV レコードがある 

 VCS ピアにより使用される DNS サーバが、TMS およびすべての VCS ピア アドレスのフォワー

ドとリバースの両方の DNS ルックアップをサポートし、DNS サーバが他の必須 DNS 機能（た

とえば、DNS 名、Microsoft OCS/Lync Server FQDN ルックアップ、LDAP サーバ フォワードお

よびリバース ルックアップを使用して設定される NTP などのシステム サーバや外部マネー

ジャ）のアドレス ルックアップを提供している（リバース ルックアップは PTR レコードで提供

されることに注意してください） 

 TMS が FindMe または Provisioning データ、あるいはこれらの両方の複製に使用される場合、

TMS Agent Legacy モードまたは Provisioning Extension モード機能が TMS で有効にされている

（詳細については、『TMS provisioning deployment guide』を参照してください）。 
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X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラスタ

から X7.2 クラスタへのアップグレード 
次の手順では、使用される場合、TMS がバージョン 12.6 以降のソフトウェアを実行し、X6.0、
X6.1、X7.0.n または X7.1 クラスタで稼働していることを前提としています。 

TMS レプリケーションが有効な場合、クラスタは、TMS Agent Legacy モードを実行する状態のまま

アップグレードされます。Provisioning Extension モードに変更するには、クラスタを X7.2 にアップ

グレードしてから、『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment 
Guide』の手順を実行します。 

（注） 

 デバイス プロビジョニングまたは FindMe をこのクラスタで使用する場合は TMS を使用する必

要があります。 

 VCS が X6.1 以降から X6.0 以前のバージョンにダウングレードする場合、または VCS が X7.1 
以降から X7.0.n 以前のバージョンにダウングレードする場合、関連バックアップを復元した後

でも、X6.1 と X7.1 の両方での設定データの変更を共有するために、VCS の再クラスタリング

が必要です。 

アップグレード前 
各 VCS ピア（マスターを含む）で、次の手順を実行します。 

1. [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、す

べてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

TMS を使用する場合、次のように、TMS エージェント診断を実行して、TMS エージェントが正しく

実行しているか確認します。 

1. TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. 各 VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[クラスタ化 
VCS（Clustered VCSs）] フォルダおよび [Cluster（クラスタ）] フォルダを展開し、VCS ピ
アを選択します。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）デバイス認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認し

てください（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

 すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、次の手順に進みま

す。 
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 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手

順を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してくださ

い。 

VCS クラスタ ピアの X7.2 へのアップグレード 

マスター ピアのアップグレード 
クラスタのマスター ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS をバックアップします。 

a. バックアップする VCS がバージョン X.61 の場合、root として SSH または他の CLI イン

ターフェイスにログインします。VCS コマンド プロンプトで、次のように入力します。 
mkdir /tandberg/persistent/oti 
mkdir /tandberg/persistent/management 

b. 「付録 1：VCS のバックアップ」に従い、バックアップを実行します。 

（注）アップグレードの前に、システムをバックアップしてください。アップグレード後、前の

バージョンにダウングレードする場合、設定を復元するには、ダウングレードするリリースで

行ったバックアップを復元する必要があります。 

2. SSH または他の CLI インターフェイスを介してマスター ピアに admin としてログインします。

メンテナンス モードを有効にします。これにより、マスター ピアで、新規コールが処理されな

くなります（既存のコールは、リスタートするまでドロップされず、他のクラスタ ピアでは引き

続きコールが処理されます）。admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログイン

します。VCS コマンド ラインで、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

3. Web インターフェイスで admin としてマスター ピアにログインします。 

4. このマスター ピアですべてのコールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機します。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールをこのピアから手動で削除します（Web ブラウザを

使用し、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェッ

クボックスをオンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

5. 必要な場合、自動的にクリアされない登録をこのピアから手動で削除します（Web ブラウザを使

用し、[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動し

て、削除するデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をク

リックします）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

6. TMS エージェント データ レプリケーションが TMS で有効な場合（FindMe またはデバイス プ
ロビジョニング レプリケーションの場合）、Cisco TMS で、次の手順を実行します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必要なサブ フォルダ）を選択

して、クラスタのマスター VCS をクリックします。 

b. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

c. 予想するすべてのピアが [クラスタ ピア（Cluster Peers）] リストに表示されていることを

確認します。 

d. [すべてのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする

（Enable TMS Agent Data Replication on all Cluster Peers）] チェックボックスをオフにしま

す。 
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e. [クラスタ設定の保存（Save Cluster Settings）] をクリックします。 

f. [管理ツール（Administrative Tools）] > [活動状況（Activity Status）] に表示されているス

テータスを参照し、これらのタスクが正常に完了していることを確認します。 

（注）これにより、TMS から各クラスタ ピアへのデータベース レプリケーションが無効になりま

す。 

 プロビジョニング データは TMS から VCS に更新されなくなりますが、メンテナンス モードに

ない VCS にキャッシュされたデータからのエンドポイントは引き続きプロビジョニングされま

す。 

 VCS クラスタ設定のレプリケーションは続行します。 

 VCS ピアでの VCS FindMe レプリケーションは停止します。 

マスター VCS ピア Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS をアップグレードしてリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [アッ

プグレード（Upgrade）]）。 
詳細については、『VCS Administrator Guide』の「ソフトウェアのアップグレード」の項を参照

してください。 

経過表示バーが最後まで達した後で、リスタート プロセス中に Web ブラウザ インターフェイス

がタイムアウトになることがあるので注意してください。これは、次の場合に発生する可能性が

あります。 

• VCS がディスク ファイル システム チェックを実行する場合。これは、約 30 回のリスター

トごとに実行されます。 

• プロビジョニングが有効にされ、データベースのインデックス再作成が実行中の場合：大量

のユーザ データの場合、30 分かかることがあります。 
 

これで、マスター VCS でのソフトウェアのアップグレードは完了しました。 

（注）マスター ピアまたはマスター以外のピアでの「クラスタ通信障害（Cluster communication 
failure）」アラームは、予期されたアラームであるため、発生しても問題ありません。 

 アップグレード プロセスにより、VCS のプロビジョニング機能が無効になります。プロビジョ

ニングは、再び有効にすると復元されます。 

TMS を使用する場合、TMS のリフレッシュを強制実行して、このアップグレードされた VCS のす

べての設定が正しいことを確認します。 

TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

マスター VCS を選択します。 

2. [設定（Settings）] タブを選択します。 

3. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

TMS を使用していて、FindMe またはデバイス プロビジョニングが必要とされる場合、このアップグ

レードされるマスター VCS ピアでレプリケーションを有効にします。 
TMS で、次の手順を実行します。 
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4. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

マスター VCS をクリックします。 

5. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

6. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] タブを選択します。 

7. [認証スキーム（Authentication Scheme）] が [ダイジェスト（Digest）] に設定されていることを

確認します。 

8. [設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

（注）完了までに時間がかかることがあります（約 5 分）。[活動状況（Activity Status）] ページ（画

面上部のリンクを参照）を選択して、アクティブ、スケジュール済み、または進行中のアクティビ

ティのリストを表示します。アクティビティ [システム <システム名> で TMS エージェント データ 
レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data Replication for system(s）<name of 
system>）] を選択します。アクティビティ ログが表示されます。アクティビティ イベントが正常に

完了したことが報告されるまで、この Web ページをリフレッシュします（このページの左下のボタ

ンを使用します）。 

 クラスタ起動中にメッセージ「クラスタ レプリケーション エラー：マスターまたはこのスレー

ブのピアの設定ファイルが見つかりません。設定を手動で同期化する必要があります（Cluster 
replication error: cannot find master or this slave’s peer configuration file, manual synchronization 
of configuration is required）」が表示されますが、これは予期されたメッセージであるため問題

ありません。 これは、10 分以内にクリアされます。 

 同様に、このアップグレード中にクラスタ問題に関して作成される TMS 警告および電子メール

も問題ありません。 

 
マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. 予想される FindMe エントリがこのマスター VCS にあるか確認します（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ アカウント（User 
accounts）] を使用します）。 

2. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定など、他の設定が正しいことを確認します。 

3. マスター VCS をバックアップします（詳細については、「付録 1：VCS のバックアップ」を参

照してください）。 

（注）VCS ピアが異なるコード バージョンを実行している場合、クラスタの VCS 設定の変更を、

アップグレードの完了に必要な変更に限定することをお勧めします。マスター VCS ソフトウェアと

異なるコード バージョンを実行する VCS ピアでは、設定の変更は複製されません。 

非マスター ピアのアップグレード 

（注）「クラスタ通信障害（Cluster communication failure）」アラームは、予期されたアラームであ

るため、発生しても問題ありません。 

クラスタの各非マスター ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS をバックアップします。 
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a. バックアップする VCS がバージョン X6.1 の場合、root として SSH または他の CLI イン

ターフェイスにログインします。VCS コマンド プロンプトで、次のように入力します。 
mkdir /tandberg/persistent/oti 
mkdir /tandberg/persistent/management 

b. 「付録 1：VCS のバックアップ」に従い、バックアップを実行します。 

（注）アップグレードの前に、システムをバックアップしてください。アップグレード後、前の

バージョンにダウングレードする場合、設定を復元するには、ダウングレードするリリースで

行ったバックアップを復元する必要があります。 

2. SSH または他の CLI インターフェイスで非マスター ピアに admin としてログインします。メン

テナンス モードを有効にして、VCS コマンド ラインから、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

3. Web インターフェイスで admin として非マスター ピアにログインします。 

4. この非マスター ピアですべてのコールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機しま

す。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールをこのピアから手動で削除します（Web ブラウザを

使用し、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェッ

クボックスをオンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

5. 必要な場合、自動的にクリアされない登録をこのピアから手動で削除します（Web ブラウザを使

用し、[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動し

て、削除するデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をク

リックします）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

非マスター ピアで、次の手順を実行します。 

6. VCS をアップグレードしてリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [アップグレー

ド（Upgrade）]）。 
複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web インター

フェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 
詳細については、『VCS Administrator Guide』の「Upgrading Software」の項を参照してくださ

い。 

経過表示バーが最後まで達した後で、リスタート プロセス中に Web ブラウザ インターフェイス

がタイムアウトになることがあるので注意してください。これは、次の場合に発生する可能性が

あります。 

• VCS がディスク ファイル システム チェックを実行する場合。これは、約 30 回のリスター

トごとに実行されます。 

• プロビジョニングが有効にされ、データベースのインデックス再作成が実行中の場合：大量

のユーザ データの場合、30 分かかることがあります。 

 

これで、非マスター VCS ピアでのソフトウェアのアップグレードは完了しました。 

（注）TMS を使用する場合、アップグレード プロセスにより、VCS のプロビジョニング機能が無効

になります。プロビジョニングは、再び有効にすると復元されます。 

TMS を使用する場合、TMS のリフレッシュを強制実行して、このアップグレードされた VCS のす

べての設定が正しいことを確認します。 
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TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

マスター VCS を選択します。 

2. [設定（Settings）] タブを選択します。 

3. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

Cisco TMS を使用し、FindMe またはデバイス プロビジョニングが必要とされる場合、このアップグ

レードされる非マスター VCS ピアでレプリケーションを有効にします。 
TMS で、次の手順を実行します。 

4. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

非マスター VCS をクリックします。 

5. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

6. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] タブを選択します。 

7. [認証スキーム（Authentication Scheme）] が [ダイジェスト（Digest）] に設定されていることを

確認します。 

8. [設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

（注）完了までに時間がかかることがあります（約 5 分）。[活動状況（Activity Status）] ページ（画

面上部のリンクを参照）を選択して、アクティブ、スケジュール済み、または進行中のアクティビ

ティのリストを表示します。アクティビティ [システム <システム名> で TMS エージェント データ 
レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data Replication for system(s）<name of 
system>）] を選択します。アクティビティ ログが表示されます。アクティビティ イベントが正常に

完了したことが報告されるまで、この Web ページをリフレッシュします（このページの左下のボタ

ンを使用します）。 

 クラスタ起動中にメッセージ「クラスタ レプリケーション エラー：マスターまたはこのスレー

ブのピアの設定ファイルが見つかりません。設定を手動で同期化する必要があります（Cluster 
replication error: cannot find master or this slave’s peer configuration file, manual synchronization 
of configuration is required）」が表示されますが、これは予期されたメッセージであるため問題

ありません。 これは、10 分以内にクリアされます。 

 同様に、このアップグレード中にクラスタ問題に関して作成される TMS 警告および電子メール

も問題ありません。 

非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、す

べてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

2. 予想される FindMe エントリがこの VCS にあるか確認します（[メンテナンス（Maintenance）] 
> [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ アカウント（User accounts）] を使用しま

す）。 

3. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定など、他の設定が正しいことを確認します。 

4. 各非マスター ピアで、次の手順を繰り返します。 
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すべてのクラスタ ピアのアップグレート後 
すべてのクラスタ ピアのアップグレートが完了したら、次の手順を実行します。 

1. TMS を使用し、FindMe またはデバイス プロビジョニングが必要とされる場合、TMS で、[すべ

てのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS 
Agent Data Replication on all Cluster Peers）] を選択します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必要なサブ フォルダ）に移動

して、クラスタのマスター VCS をクリックします。 

b. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

c. [すべてのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする

（Enable TMS Agent Data Replication on all Cluster Peers）] を選択します。 

d. [クラスタ設定の保存（Save Cluster Settings）] をクリックします。 

（注）完了までに時間がかかることがあります（約 5 分）。[活動状況（Activity Status）] ページ（画

面上部のリンクを参照）を選択して、アクティブ、スケジュール済み、または進行中のアクティビ

ティのリストを表示します。アクティビティ [システム <システム名> で TMS エージェント データ 
レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data Replication for system(s）<name of 
system>）] を選択します。アクティビティ ログが表示されます。アクティビティ イベントが正常に

完了したことが報告されるまで、この Web ページをリフレッシュします（このページの左下のボタ

ンを使用します）。 

アップグレード後 
TMS を使用する場合、次のように、TMS エージェント診断を実行して、TMS エージェントが正しく

実行しているか確認します。 

1. TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. 各 VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[クラスタ化 
VCS（Clustered VCSs）] フォルダおよび [Cluster（クラスタ）] フォルダを展開し、VCS ピ
アを選択します。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）デバイス認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認し

てください（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

 すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、次の手順に進みま

す。 

 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手

順を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してくださ

い。 
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クラスタ ステータスの確認 
各 VCS（マスターを含む）で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

• クラスタ データベースのステータスは [成功（SUCCEEDED）] でなければなりません。 

• VCS システム設定のレプリケーションのステータスは、[最終同期結果成功（Last 
synchronization result SUCCEEDED）] でなければなりません。 

2. Cisco TMS レプリケーションを有効にしている場合、次の手順を実行します。 

a. リンク [TMS エージェント レプリケーション ステータスの表示（View TMS Agent 
replication status）] を選択します。 

b. TMS エージェント レプリケーション ステータス レポートの一番上の行が [レプリケーショ

ン有効（Replication Enabled）] になっていることを確認します。 

 

これで、X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラスタから X7.2 クラスタへのアップグレードは

完了しました。 

 

TMS レプリケーションが有効な場合、クラスタは TMS Agent Legacy モードを実行します。『Cisco 
TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照して、TMS 
Agent Legacy モードから Provisioning Extension モードにアップグレードします。 
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X7.1 クラスタの X7.2 クラスタへのアップグレー

ド（Provisioning Extension モード） 
次の手順では、TMS がバージョン 13.2 以降のソフトウェアを実行し、X7.1 クラスタで稼働している

ことを前提としています。また、VCS クラスタおよび TMS は、TMS Provisioning Extension モード

を使用して設定および稼働している必要があります。 

Provisioning Extension モードで稼働していない場合、このアップグレード手順を実行する前に、

『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』の手順に従い、

Provisioning Extension モードにアップグレードする必要があります。 

（注）VCS を X6.1 以降から X6.0 以前のバージョンにダウングレードする場合、または VCS が 
X7.1 以降から X7.0.n 以前のバージョンにダウングレードする場合、関連バックアップを復元した後

でも、X6.1 と X7.1 の両方での設定データの変更を共有するために、VCS の再クラスタリングが必

要です。 

アップグレード前 
各 VCS ピア（マスターを含む）で、次の手順を実行します。 

1. [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、す

べてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

VCS クラスタ ピアの X7.2 へのアップグレード 

マスター ピアのアップグレード 
クラスタのマスター ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS をバックアップします。 

a. バックアップの実行方法の詳細については、「付録 1：VCS のバックアップ」を参照してく

ださい。 

（注）アップグレードの前に、システムをバックアップしてください。アップグレード後、前の

バージョンにダウングレードする場合、設定を復元するには、ダウングレードするリリースで

行ったバックアップを復元する必要があります。 

2. マスター ピアで、SSH または他の CLI インターフェイスを介して admin としてログインして、

メンテナンス モードを有効にします。これにより、マスター ピアで、新規コールが処理されな

くなります（既存のコールは、リスタートするまでドロップされず、他のクラスタ ピアでは引き

続きコールが処理されます）。 
admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド ライン

で、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

3. Web インターフェイスで admin としてマスター ピアにログインします。 

a. このマスター ピアですべてのコールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機しま

す。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールをこのピアから手動で削除します（Web ブラウ
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ザを使用し、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横

のチェックボックスをオンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

b. 必要な場合、自動的にクリアされない登録をこのピアから手動で削除します（Web ブラウザ

を使用し、[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に
移動して、削除するデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除

（Unregister）] をクリックします）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削

除された場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、

別のピアにロールオーバーされません。 

マスター VCS ピア Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS をアップグレードしてリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [アッ

プグレード（Upgrade）]）。 
詳細については、『VCS Administrator Guide』の「ソフトウェアのアップグレード」の項を参照

してください。 

経過表示バーが最後まで達した後で、リスタート プロセス中に Web ブラウザ インターフェイス

がタイムアウトになることがあるので注意してください。これは、VCS がディスク ファイル シ
ステム チェックを実行する場合に発生します。これは、約 30 回のリスタートごとに実行されま

す。 

これで、マスター VCS でのソフトウェアのアップグレードは完了しました。 

（注）アップグレード プロセス中に発生する、次のようなクラスタ関連のアラームは無視してくださ

い。 

 マスターまたは任意の非マスター ピアでの「クラスタ通信障害（Cluster communication 
failure）」アラーム（これは予期されるアラームです）。 

 「クラスタ レプリケーション エラー：マスターまたはこのスレーブのピアの設定ファイルが見

つかりません。設定を手動で同期化する必要があります（Cluster replication error: cannot find 
master or this slave’s peer configuration file, manual synchronization of configuration is 
required）」 

同様に、このアップグレード中にクラスタ問題に関して作成される TMS 警告および電子メールも問

題ありません。 

これらのアラームおよび警告は予期されるもので、すべてのクラスタ ピアアップグレードされ、ク

ラスタ データが同期化されるとクリアされます（アップグレード完了後 10 分以内にはクリアされま

す）。 

 
マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. 予想される FindMe エントリがこのマスター VCS にあるか確認します（[ステータス（Status）] 
> [アプリケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS 
Provisioning Extension Services）] > [FindMe] > [アカウント（Accounts）] を使用します）。 

2. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定など、他の設定が正しいことを確認します。 

3. マスター VCS をバックアップします（詳細については、「付録 1：VCS のバックアップ」を参

照してください）。 



X7.1 クラスタの X7.2 クラスタへのアップグレード（Provisioning Extension モード） 

 

Cisco VCS 導入ガイド：クラスタ作成およびメンテナンス（Cisco VCS X7.2） ページ 19 / 84 
  

（注）VCS ピアが異なるコード バージョンを実行している場合、クラスタの VCS 設定の変更を、

アップグレードの完了に必要な変更に限定することをお勧めします。マスター VCS ソフトウェアと

異なるコード バージョンを実行する VCS ピアでは、設定の変更は複製されません。 

非マスター ピアのアップグレード 

（注）アップグレード プロセス中に発生する、クラスタ関連のアラームは無視してください。これら

は予期するアラームです。 

クラスタの各非マスター ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS をバックアップします。 

a. バックアップの実行方法の詳細については、「付録 1：VCS のバックアップ」を参照してく

ださい。 

（注）アップグレードの前に、システムをバックアップしてください。アップグレード後、前の

バージョンにダウングレードする場合、設定を復元するには、ダウングレードするリリースで

行ったバックアップを復元する必要があります。 

2. SSH または他の CLI インターフェイスで非マスター ピアに admin としてログインします。メン

テナンス モードを有効にして、VCS コマンド ラインから、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

3. Web インターフェイスで admin として非マスター ピアにログインします。 

a. この非マスター ピアですべてのコールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機し

ます。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールをこのピアから手動で削除します（Web ブラウ

ザを使用し、[ステータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横

のチェックボックスをオンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

b. 必要な場合、自動的にクリアされない登録をこのピアから手動で削除します（Web ブラウザ

を使用し、[ステータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に
移動して、削除するデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除

（Unregister）] をクリックします）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削

除された場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、

別のピアにロールオーバーされません。 

非マスター ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS をアップグレードしてリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [アップグレー

ド（Upgrade）]）。 
複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に、リセットされた

ピアに Web インターフェイスからアクセスできることを確認しながら、各ピアを交互にリス

タートします。 
詳細については、『VCS Administrator Guide』の「Upgrading Software」の項を参照してくださ

い。 

経過表示バーが最後まで達した後で、リスタート プロセス中に Web ブラウザ インターフェイス

がタイムアウトになることがあるので注意してください。これは、VCS がディスク ファイル シ
ステム チェックを実行する場合に発生します。これは、約 30 回のリスタートごとに実行されま

す。 

これで、非マスター VCS ピアでのソフトウェアのアップグレードは完了しました。 
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（注）アップグレード プロセス中に発生する、次のようなクラスタ関連のアラームは無視してくださ

い。 

 マスターまたは任意の非マスター ピアでの「クラスタ通信障害（Cluster communication 
failure）」アラーム（これは予期されるアラームです）。 

 「クラスタ レプリケーション エラー：マスターまたはこのスレーブのピアの設定ファイルが見

つかりません。設定を手動で同期化する必要があります（Cluster replication error: cannot find 
master or this slave’s peer configuration file, manual synchronization of configuration is 
required）」 

同様に、このアップグレード中にクラスタ問題に関して作成される TMS 警告および電子メールも問

題ありません。 

これらのアラームおよび警告は予期されるもので、すべてのクラスタ ピアアップグレードされ、ク

ラスタ データが同期化されるとクリアされます（アップグレード完了後 10 分以内にはクリアされま

す）。 

 

非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、す

べてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

2. 予想される FindMe エントリがこの VCS にあるか確認します（[ステータス（Status）] > [アプリ

ケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS Provisioning 
Extension Services）] > [FindMe] > [アカウント（Accounts）] を使用します）。 

3. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定など、他の設定が正しいことを確認します。 

4. 各非マスター ピアで、次の手順を繰り返します。 

すべてのクラスタ ピアがアップグレードされた後でのクラスタ ステー

タスの確認 
各 VCS（マスターを含む）で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

• クラスタ データベースのステータスは [成功（SUCCEEDED）] でなければなりません。 

• VCS システム設定のレプリケーションのステータスは、[最終同期結果成功（Last 
synchronization result SUCCEEDED）] でなければなりません。 

これで、X7.1 クラスタから X7.2 クラスタへのアップグレードは完了しました。 
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VCS X7.2 ピアの新しいクラスタの作成

（Provisioning Extension モード：推奨） 
（注）次の手順では、一定期間の VCS サービスのダウンタイムが必要です。これらの手順は、計画

されているメンテナンス期間中に実行してください。 

このプロセスでは、シングル VCS のクラスタを作成します。 

複数の VCS を含むクラスタを作成するには、この項を完了するときに、「X7.2 VCS の VCS X7.2 ク
ラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」の指示に従い、非マスター ピアをクラスタに追

加します。 

クラスタがすでに存在する場合、この項ではなく、「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加

（Provisioning Extension モード）」の指示に従ってください。 

（注）デバイス プロビジョニングを X7.2 VCS クラスタで使用する場合、TMS を使用する必要があ

ります。また、FindMe を TMS で管理する場合も、TMS を使用する必要があります。デバイス プロ

ビジョニングも FindMe も TMS で管理しない場合、TMS を使用する必要はありませんが、使用する

ことをお勧めします。 

前提条件 
 TMS を使用する場合は、バージョン 13.2 以降を使用する必要があります。 

 デバイス プロビジョニングまたは FindMe を TMS で管理する場合、この VCS および TMS は、

Provisioning Extension モードで稼働する必要があります。このモードは、稼働することが証明さ

れています。 

 クラスタに含めるすべての VCS は、VCS ソフトウェアと同じバージョンを実行する必要があり

ます。また、ソフトウェアのバージョンは X7.2 でなければなりません。 

 ファイアウォールがクラスタ ピア間で使用されている場合、付録 3 で説明されているようにトラ

フィックを許可する必要があります。 

クラスタのマスター ピアの設定 
このプロセスでは、新しいクラスタの最初の（マスター）ピアを設定します。他のピアは、後で

「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」のプロセスを使用し

て追加されます。 

手順を実行する前に、マスターに使用する VCS を決定する必要があります。 

（注）マスター VCS は、クラスタのすべての VCS ピアの設定情報のソースとして使用されます。非

マスター VCS ピアの設定は、削除され、そのマスター VCS ピアの設定で置換されます。 

ネイバー ゲートキーパー（GK）およびボーダー コントローラ（BC）で、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS に、任意の GK または BC と接続するためのトラバーサル ゾーンが設定されてい

る場合、これらのシステムを N6.1 または Q6.1 以降のコードにアップグレードします。 

他の VCS で、次の手順を実行します。 
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1. その他の VCS の [代替またはクラスタリング ピア（Alternates or Clustering Peers）] リストで、

この VCS の IP アドレスがないことを確認します。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. VCS が X7.2 ソフトウェアを実行していることを確認します。 

2. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

3. マスター VCS の Web インターフェイスで、VCS が次のように設定されているか確認します。 

• 有効なイーサネット スピード（[システム（System）] > [イーサネット（Ethernet）]）が設

定されている。 

• 有効な IP アドレスおよび IP ゲートウェイ（[システム（System）] > [IP]）が設定されてい

る。 

• クラスタの他のピアにインストールされているオプション キーと同じセットがインストール

されている（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option Keys）]）。 

（注）コール ライセンス キーの数はピアごとに異なる場合があります。この場合、他のすべて

のライセンス キーは各ピアで同じでなければなりません。 

• 少なくとも 1 つの有効な DNS サーバが設定されている。また、非修飾 DNS 名が（NTP 
サーバなどで）使用されている場合、ドメイン名が正しく設定されている必要があります

（ドメイン名は、FQDN とするために、非修飾 DNS 名のサフィックスとして追加されま

す）（[システム（System）] > [DNS]）。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

• 有効で、稼働している NTP サーバが設定されている（[システム（System）] > [時間

（Time）]：[ステータス（Status）] セクションの [状態（State）] が [同期

（Synchronized）] でなければなりません）。 

• ピアが設定されていない（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]：このページのすべてのピアおよび IP アドレスのフィールドがブランクでな

ければなりません。入力されている場合、エントリを削除して、[保存（Save）] をクリック

します）。 

4. この VCS のリストに、ネイバー ゾーンまたはトラバーサル ゾーンで新しいクラスタのピアとす

る VCS が表示されていないことを確認します（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [ゾーン

（Zones）] で、各ネイバーおよびトラバーサル ゾーンを確認します）。 

5. VCS がエンドポイントにアクセスできなくなった場合、すぐにそのエンドポイントが別のピアに

再登録されるように H.323 の [存続可能時間（Time to live）] を 60（秒）に設定します（[VCS 
設定（VCS Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）。 

6. [システム（System）] > [DNS] に移動して、[ローカル ホスト名（Local host name）] がこの 
VCS の DNS ホスト名であることを確認します（通常、[システム（System）] > [システム

（System）] の [システム名（System name）] と同じですが、スペースを除いて、クラスタの各 
VCS で一意です）。設定が正しいことを確認し、[保存（Save）] をクリックします。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

7. [VCS 設定（VCS configuration）] > [コール（Calls）] に移動して、[コール ルーティング モード

（Call routed mode）] を [最適（Optimal）] に設定します。 

8. [保存（Save）] をクリックします。 

9. メンテナンス モードを有効にします。admin として SSH または他の CLI インターフェイスでロ

グインします。VCS コマンド ラインで、次のように入力します。 
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xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

10. コールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機します。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールを手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェックボックスを

オンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

11. 必要な場合、自動的にクリアされない登録を手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動して、削除す

るデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をクリックしま

す）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

12. [VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング（Clustering）] に移動して、次の手順を実

行します。 

a. [クラスタ名（Cluster name）] が、たとえば、「cluster1.example.com」など、この VCS ク
ラスタのアドレスを示す、SRV レコードで使用されるルーティング可能な完全修飾ドメイン

名であることを確認します（付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコードを参照）。 

b. 必要に応じて、[クラスタ名（Cluster name）] を変更します。 

13. [保存（Save）] をクリックします。 

14. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

設定マスター

（Configuration master） 

1 

クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

パスワード（任意の文字）を入力します。 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address） 

この（マスター ピア）VCS の IP アドレスに設定します。 

 

（注）VCS でデュアル ネットワーク インターフェイスを使用する場合、ピア IP アドレスは、LAN 1 
インターフェイス アドレスを指定する必要があります。また、このインターフェイスでは、NAT が
無効にされている必要があります。 

15. [保存（Save）] をクリックします。 
[ピア 1 IP アドレス（Peer 1 IP address）] フィールドの右側に [この VCS（This VCS）] という

文字が表示されます（ページ更新後に表示される場合もあります）。 

16. VCS をリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] から [シ
ステムのリスタート（Restart system）] を選択して、[OK] をクリックします）。 

 

リスタート後、マスター VCS Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

1. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定などが正しいことを確認します。 

2. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこのマスター VCS ピアに隣接してい

る場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設定

が更新され、このマスター VCS のアドレスのみが含まれていることを確認します。 
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マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. VCS の Web ブラウザにログインします。 

2. [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）。 

a. 必要な場合、VCS をリスタートします。 

3. VCS をリスタートする必要がない場合、メンテナンス モードが無効になっていることを確認し

ます。admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド ラ
インで、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: Off 

マスター ピアの設定後 
VCS の [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照し

て、すべてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

追加クラスタ設定 
 Microsoft Office Communications Server 2007（OCS）または Lync 2010 がこのクラスタに接続

されている場合、「Microsoft Office Communications Server 2007（OCS）および Lync Server 
2010」の「付録 4：クラスタリングによる他の VCS アプリケーションへの影響」の項を参照し

てください。 

 

これで、新規クラスタ（シングル VCS）の作成は完了です。このクラスタに他の VCS を追加する場

合、「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」に従います。 
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VCS X7.2 ピアの新規クラスタの作成（TMS Agent 
Legacy モード） 

（注）次の手順では、一定期間の VCS サービスのダウンタイムが必要です。これらの手順は、計画

されているメンテナンス期間中に実行してください。 

このプロセスでは、シングル VCS のクラスタを作成します。TMS レプリケーションが有効にされて

いる場合、以前の TMS Agent Legacy モードを使用して有効にされます。 

VCS X7.2 ピアの新しいクラスタの作成（Provisioning Extension モード：推奨）以外のプロセスは、

たとえば、更新できない TMS に既存のクラスタを接続する場合など、新しい Provisioning Extension 
モードに切り替える適切な理由がない場合だけ使用してください。 

複数の VCS を含むクラスタを作成するには、この項を完了するときに、「X7.2 VCS の VCS X7.2 ク
ラスタへの追加（TMS Agent Legacy モード）」の指示に従い、非マスター ピアをクラスタに追加し

ます。 

クラスタがすでに存在する場合、この項ではなく、「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加

（TMS Agent Legacy モード）」の指示に従ってください。 

（注）デバイス プロビジョニングまたは FindMe を X7.2 VCS クラスタで使用する場合、TMS を使

用する必要があります。デバイス プロビジョニングも FindMe も使用しない場合、TMS を使用する

必要はありませんが、使用することをお勧めします。 

前提条件 
 クラスタに含めるすべての VCS は、VCS ソフトウェアと同じバージョンを実行する必要があり

ます。また、ソフトウェアのバージョンは X7.2 でなければなりません。 

 デバイス プロビジョニングおよび FindMe を設定する場合、X7.2 へのアップグレードにこれらが

マスター VCS で稼働することが証明されている必要があります。 

 TMS をこの VCS クラスタで使用する場合、バージョン 12.6 以降を実行していることを確認しま

す。 

 ファイアウォールがクラスタ ピア間で使用されている場合、付録 3 で説明されているようにトラ

フィックを許可する必要があります。 

クラスタのマスター ピアの設定 
このプロセスでは、新しいクラスタの最初の（マスター）ピアを設定します。他のピアは、後で

「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」のプロセスを使用し

て追加されます。 

手順を実行する前に、マスター ピアに使用する VCS を決定する必要があります。 

（注） 

 マスター VCS は、クラスタのすべての VCS ピアの設定情報のソースとして使用されます。非

マスター VCS ピアの設定は、削除され、そのマスター VCS ピアの設定で置換されます。 
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 FindMe 情報は、関連 VCS が TMS で複製されるように設定されている場合だけ保持できます

（クラスタの FindMe 情報は TMS に保存されます。この情報は VCS から削除され、TMS での

複製が有効な場合に TMS の情報により上書きされます）。 

ネイバー ゲートキーパー（GK）およびボーダー コントローラ（BC）で、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS に、任意の GK または BC と接続するためのトラバーサル ゾーンが設定されてい

る場合、これらのシステムを N6.1 または Q6.1 以降のコードにアップグレードします。 

他の VCS で、次の手順を実行します。 

1. その他の VCS の [代替またはクラスタリング ピア（Alternates or Clustering Peers）] リストで、

この VCS の IP アドレスがないことを確認します。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. VCS が X7.2 ソフトウェアを実行していることを確認します。 

2. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

3. マスター VCS の Web インターフェイスで、VCS が次のように設定されているか確認します。 

• 有効なイーサネット スピード（[システム（System）] > [イーサネット（Ethernet）]）が設

定されている。 

• 有効な IP アドレスおよび IP ゲートウェイ（[システム（System）] > [IP]）が設定されてい

る。 

• クラスタの他のピアにインストールされているオプション キーと同じセットがインストール

されている（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option Keys）]）。 

（注）コール ライセンス キーの数はピアごとに異なる場合があります。この場合、他のすべて

のライセンス キーは各ピアで同じでなければなりません。 

• 少なくとも 1 つの有効な DNS サーバが設定されている。また、非修飾 DNS 名が（NTP 
サーバなどで）使用されている場合、ドメイン名が正しく設定されている必要があります

（ドメイン名は、FQDN とするために、非修飾 DNS 名のサフィックスとして追加されま

す）（[システム（System）] > [DNS]）。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

• 有効で、稼働している NTP サーバが設定されている（[システム（System）] > [時間

（Time）]：[ステータス（Status）] セクションの [状態（State）] が [同期

（Synchronized）] でなければなりません）。 

• ピアが設定されていない（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]：このページのすべてのピアおよび IP アドレスのフィールドがブランクでな

ければなりません。入力されている場合、エントリを削除して、[保存（Save）] をクリック

します）。 

4. この VCS のリストに、ネイバー ゾーンまたはトラバーサル ゾーンで新しいクラスタのピアとす

る VCS が表示されていないことを確認します（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [ゾーン

（Zones）] で、各ネイバーおよびトラバーサル ゾーンを確認します）。 

5. VCS がエンドポイントにアクセスできなくなった場合、すぐにそのエンドポイントが別のピアに

再登録されるように H.323 の [存続可能時間（Time to live）] を 60（秒）に設定します（[VCS 
設定（VCS Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [H.323]）。 

6. [システム（System）] > [DNS] に移動して、[ローカル ホスト名（Local host name）] がこの 
VCS の DNS ホスト名であることを確認します（通常、[システム（System）] > [システム

（System）] の [システム名（System name）] と同じですが、スペースを除いて、クラスタの各 
VCS で一意です）。設定が正しいことを確認し、[保存（Save）] をクリックします。 
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（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

7. [VCS 設定（VCS configuration）] > [コール（Calls）] に移動して、[コール ルーティング モード

（Call routed mode）] を [最適（Optimal）] に設定します。 

8. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）デバイス プロビジョニングまたは FindMe を X7.2 VCS クラスタで使用する場合、TMS を使

用する必要があります。デバイス プロビジョニングも FindMe も使用しない場合、TMS を使用する

必要はありませんが、使用することをお勧めします。 

TMS を使用する場合、マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. VCS が TMS を認識できることを確認します。 
確認するには、[システム（System）] > [外部マネージャ（External Manager）] を選択して、[ス
テータス（Status）] セクションで、[状態（State）] が [アクティブ（Active）] になっているこ

とを確認します。 
（[アクティブ（Active）] でない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行して

ください）。 

2. TMS がこの VCS と通信できることを確認します。 
確認するには、TMS で [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ 
フォルダ）を選択して、VCS の名前をクリックして、次のように表示されることを確認します。 
 「システムにオープンまたは承認済みチケットがありません（System has no open or 
acknowledged tickets）」 
（このように表示されない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行してくださ

い）。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. 追加する VCS の [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラー

ム（Alarms）]）。VCS をリスタートする必要があることを示すアラームが発生した場合、[メン

テナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択して、[システムのリスタート

（Restart System）] をクリックします。 

• デフォルトの TMS エージェントのパスワードに関するアラームは無視します。TMS レプリ

ケーションが有効な場合、これらのアラームはクリアされます。 

TMS を使用する場合、次の手順を実行します。 

1. このマスター VCS のホスト名が TMS で設定されていることを確認します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択し

ます。 

b. この VCS を選択します。 

c. [接続（Connection）] タブを選択します。 

d. [ホスト名（Host Name）] をこの VCS の FQDN に設定します（例：

vcs3.uk.company.com）。 

e. [保存/試行（Save/Try）] をクリックします。 
エラー メッセージ「DNS 設定は <DNS 名> を解決できませんでした。DNS でシステム 
IP アドレス（）が見つかりませんでした：<サーバ IP>（DNS config failure 
resolving <DNS name>: Did not find system IP address（）in DNS: 
<Server IP>）」は無視します。 

f. TMS がその DNS を更新することを確認します。 

i. [設定（Settings）] タブを選択します。 

ii. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 
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このマスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. TMS で、この VCS との [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable 
TMS Agent Data Replication）] が設定されている場合 
（確認するには、TMS で [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ 
フォルダ）に移動し、この VCS を選択して、[TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択し

ます）、この VCS に存在するユーザ アカウントを新しいクラスタでも保持して使用できます。

必要ない場合は、これらのユーザ アカウントを削除します。 
 
[TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] が有効でない場合、FindMe データはマージできません。 
 
データが TMS で複製される場合、次の手順を実行します。 

a. この VCS で保持されるユーザ アカウントが必要ない場合、削除します。 

i. [メンテナンス（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ 
アカウント（User accounts）] に移動します。 

ii. 表示されるすべてのアカウントを選択して、[削除（Delete）] をクリックします。 

2. メンテナンス モードを有効にします。admin として SSH または他の CLI インターフェイスでロ

グインします。VCS コマンド ラインで、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

3. コールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機します。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールを手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェックボックスを

オンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

4. 必要な場合、自動的にクリアされない登録を手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動して、削除す

るデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をクリックしま

す）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

5. [VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング（Clustering）] に移動して、次の手順を実

行します。 

a. [クラスタ名（Cluster name）] が、たとえば、「cluster1.example.com」など、この VCS ク
ラスタのアドレスを示す、SRV レコードで使用されるルーティング可能な完全修飾ドメイン

名であることを確認します（付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコードを参照）。 

b. 異なる場合、「付録 7：クラスタ名の変更」の手順に従い、[クラスタ名（Cluster name）] 
を変更する必要があります。 

（注）「付録 7：クラスタ名の変更」の手順に従わずにクラスタ名を変更すると、FindMe エントリが

失われます。 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

7. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

設定マスター

（Configuration master） 

1 
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クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

パスワード（任意の文字）を入力します。 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address） 

この（マスター ピア）VCS の IP アドレスに設定します。 

 

（注）VCS でデュアル ネットワーク インターフェイスを使用する場合、ピア IP アドレスは、LAN 1 
インターフェイス アドレスを指定する必要があります。また、このインターフェイスでは、NAT が
無効にされている必要があります。 

8. [保存（Save）] をクリックします。 
[ピア 1 IP アドレス（Peer 1 IP address）] フィールドの右側に [この VCS（This VCS）] という

文字が表示されます（ページ更新後に表示される場合もあります）。 

9. VCS をリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] から [シ
ステムのリスタート（Restart system）] を選択して、[OK] をクリックします）。 

 

リスタート後、マスター VCS Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

10. ゾーン設定、変換、および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS Configuration）]、[アプリ

ケーション（Application）] メニューでの設定など、他の設定が正しいことを確認します。 

11. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこのマスター VCS ピアに隣接してい

る場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設定

が更新され、このマスター VCS のアドレスのみが含まれていることを確認します。 

TMS を使用する場合、TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

マスター VCS を選択します。 

2. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

a. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] が選択されていることを確認します。 

b. [認証スキーム（Authentication Scheme）] が [ダイジェスト（Digest）] に設定されているこ

とを確認します。 

3. 変更が必要な場合、[設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

（注）TMS エージェント データ レプリケーションで [無効（Disabled）] と報告されている場合は問

題が発生しています。TMS で、[管理ツール（Administrative Tools）] > [活動状況（Activity Status）] 
を選択して、[システムで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする：<VCS 名>
（Enable TMS Agent Data Replication for system(s): <VCS name(s)>）] 項目を探します。この項目を

クリックすると、このアクションに関連するアクティビティ ログの完全なリストが表示されます。

報告されている問題を特定して修正します。 

マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

4. VCS の Web ブラウザにログインします。 

5. [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）。 

a. 必要な場合、VCS をリスタートします。 
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b. 「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデフォルトの LDAP パスワー

ドが設定されています（Security alert: the TMS Agent database has the default LDAP 
password set）」または「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデ

フォルトのレプリケーション パスワードが設定されています（Security alert: the TMS Agent 
database has the default replication password set）」と表示されている場合、「付録 6：ト

ラブルシューティング」の関連セクションを参照してください。 

6. VCS をリスタートする必要がない場合、メンテナンス モードが無効になっていることを確認し

ます。admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド ラ
インで、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: Off 

マスター ピアの設定後 
TMS を使用する場合、次のように、TMS エージェント診断を実行して、TMS エージェントが正しく

実行しているか確認します。 

1. TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、クラスタ化

されていない VCS フォルダおよび関連するサブ フォルダを展開して、VCS ピアを選択しま

す。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認してくださ

い（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

 すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、次の「追加クラスタ

設定」の手順に進みます。 

 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手

順を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してくださ

い。 

Cisco TMS を使用しない場合 
TMS を VCS のモニタまたは管理に使用しない場合、VCS の [アラーム（Alarms）] ページ（[ステー

タス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、すべてのアラームが実行され、クリアされて

いることを確認します。 

（注）デバイス プロビジョニングまたは FindMe がこのクラスタで使用される場合は TMS を使用す

る必要があります。 
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追加クラスタ設定 
 Microsoft Office Communications Server 2007（OCS）または Lync 2010 がこのクラスタに接続

されている場合、「Microsoft Office Communications Server 2007（OCS）および Lync Server 
2010」の「付録 4：クラスタリングによる他の VCS アプリケーションへの影響」の項を参照し

てください。 

 

これで、新しいクラスタ（シングル VCS）の作成が完了しました。以前の TMS Agent Legacy モー

ド（有効な場合）を使用する TMS レプリケーションで、「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加

（TMS Agent Legacy モード）」を使用して他の VCS をクラスタに追加します。 
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X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加
（Provisioning Extension モード） 
別の VCS ピアを追加する X7.2 クラスタ（1 つ以上のピアを含む）が存在する場合、次の手順を実行

します。既存のクラスタがない場合、「VCS X7.2 ピアの新しいクラスタの作成（Provisioning 
Extension モード：推奨）」の項の手順に従ってください。 

（注）VCS は、マスター VCS を含め最大で 6 つまでクラスタに追加できます。 

次のプロセスでは、X7.2 VCS をクラスタに追加して、クラスタ マスターの設定を VCS に複製しま

す。 

前提条件 
 デバイス プロビジョニングが有効な場合、または TMS で FindMe を管理する場合、1 つ以上の

ピアを含む既存のクラスタが、Provisioning Extension モードで稼働している必要があります。 

 すべての VCS クラスタ ピアは、たとえば、すべてが X7.2 など、マスターと同じコード バー

ジョンを実行する必要があります。 

（注）一度にクラスタに追加する必要が VCS は 1 つだけです。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS のリストで、そのネイバー ゾーンまたはトラバーサル ゾーンに新しい VCS ピア

が表示されていないことを確認します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [ゾーン（Zones）] 
を選択して、各ネイバーおよびトラバーサル ゾーンを確認します）。 

（注）マスター VCS は、この新しい VCS ピアおよびクラスタの他のすべての VCS ピアの設定情報

のソースとして使用されます。VCS がクラスタに追加されると、その設定は削除され、マスターの

設定で置換されます。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

1. その他の VCS の [代替またはクラスタリング ピア（Alternates or Clustering Peers）] リストで、

この VCS の IP アドレスがないことを確認します。 

2. VCS のソフトウェア バージョンが、既存のクラスタのマスターおよび他のクラスタ ピアで稼働

するバージョンと同じであることを確認します（X7.2）。 

3. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

追加する VCS の Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

4. VCS が次のように設定されているか確認します。 

• 有効なイーサネット スピード（[システム（System）] > [イーサネット（Ethernet）]）が設

定されている。 

• 有効な IP アドレスおよび IP ゲートウェイ（[システム（System）] > [IP]）が設定されてい

る。 

• マスター ピアにインストールされているオプション キーと同じセットがインストールされ

ている（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option Keys）]）。 
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（注）コール ライセンス キーの数はピアごとに異なる場合があります。この場合、他のすべて

のライセンス キーは各ピアで同じでなければなりません。 

• 少なくとも 1 つの有効な DNS サーバが設定されている。また、非修飾 DNS 名が（NTP 
サーバなどで）使用されている場合、ドメイン名が正しく設定されている必要があります

（ドメイン名は、FQDN とするために、非修飾 DNS 名のサフィックスとして追加されま

す）（[システム（System）] > [DNS]）。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

• 有効で、稼働している NTP サーバが設定されている（[システム（System）] > [時間

（Time）]：[ステータス（Status）] セクションの [状態（State）] が [同期

（Synchronized）] でなければなりません）。 

• ピアが設定されていない（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]：このページのすべてのピアおよび IP アドレスのフィールドがブランクでな

ければなりません。入力されている場合、エントリを削除して、[保存（Save）] をクリック

します）。 

クラスタを TMS で管理する場合、そのクラスタに追加する VCS も TMS で管理する必要がありま

す。 

（注）デバイス プロビジョニングまたは FindMe を X7.2 VCS クラスタで使用する場合、TMS を使

用する必要があります。デバイス プロビジョニングも FindMe も使用しない場合、TMS を使用する

必要はありませんが、使用することをお勧めします。 

TMS を使用する場合、クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

1. VCS が TMS を認識できることを確認します。 
確認するには、[システム（System）] > [外部マネージャ（External Manager）] を選択して、[ス
テータス（Status）] セクションで、[状態（State）] が [アクティブ（Active）] になっているこ

とを確認します。 
（[アクティブ（Active）] でない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行して

ください）。 

2. TMS がこの VCS と通信できることを確認します。確認するには、TMS で [システム

（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、VCS の名前

をクリックして、次のように表示されることを確認します。 
 「システムにオープンまたは承認済みチケットがありません（System has no open or 
acknowledged tickets）」 
（このように表示されない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行してくださ

い）。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

1. 追加する VCS の [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラー

ム（Alarms）]）。VCS をリスタートする必要があることを示すアラームが発生した場合、[メン

テナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択して、[システムのリスタート

（Restart System）] をクリックします。 

• 複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

TMS を使用する場合、次の手順を実行します。 

1. クラスタに追加する VCS で、VCS のホスト名が TMS で設定されていることを確認します。 
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a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択し

ます。 

b. この VCS を選択します。 

c. [接続（Connection）] タブを選択します。 

d. [ホスト名（Host Name）] をこの非マスター ピアの FQDN に設定します（例：

vcs3.uk.company.com）。 

e. [保存/試行（Save/Try）] をクリックします。 
エラー メッセージ「DNS 設定は <DNS 名> を解決できませんでした。DNS でシステム 
IP アドレス（）が見つかりませんでした：<サーバ IP>（DNS config failure 
resolving <DNS name>: Did not find system IP address（）in DNS: 
<Server IP>）」は無視します。 

f. TMS がその DNS を更新することを確認します。 

i. [設定（Settings）] タブを選択します。 

ii. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

クラスタに追加される VCS で FindMe 情報が複製されるように TMS を設定している場合（TMS 
で [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動し、

この VCS を選択し、[プロビジョニング（Provisioning）] タブを選択して、[FindMe サービス

（FindMe services）] チェックボックスがオンになっているか確認します）、VCS に存在する

ユーザ アカウントを削除します。 

FindMe レプリケーションが有効でない場合、FindMe データは TMS に保存されないので、

FindMe エントリを削除する必要はありません。 

FindMe データが TMS からプロビジョニングされる場合、次の手順を実行します。 

a. 既存のユーザ アカウントを削除します。クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

i. [メンテナンス（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ 
アカウント（User accounts）] に移動します。 

ii. 表示されるすべてのアカウントを選択して、[削除（Delete）] をクリックします。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

1. メンテナンス モードを有効にします。 
admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド ライン

で、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

2. コールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機します。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールを手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェックボックスを

オンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

3. 必要な場合、自動的にクリアされない登録を手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動して、削除す

るデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をクリックしま

す）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、1 つ以上の [ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] フィールドが空に

なっていることを確認します。 
最初の空のフィールドに、新しい VCS ピアの IP アドレスを入力します。 
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（注） 

 一度にクラスタに追加する必要がある VCS は 1 つだけです（複数の VCS ピアを追加する場

合、プロセス全体を繰り返します）。 

 （注）新しい VCS ピアでデュアル ネットワーク インターフェイスを使用する場合、ピア IP ア
ドレスは、LAN 1 インターフェイス アドレスを指定する必要があります。また、このインター

フェイスでは、NAT が無効にされている必要があります。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

ピア 1 は、[この VCS（This VCS）] を示します。新しいピアは、[不明（Unknown）] を示しま

す。リフレッシュすると、クラスタへの VCS の追加が完了していないので、[失敗（Failed）] を
示します。 

（注） 

 この新しい VCS ピアが通信していないことを示すクラスタ障害アラームが、マスターおよびク

ラスタの他の非マスター ピアで発生します。このアラームは後でクリアされます。 

 新しい VCS の追加が完了するまで、クラスタ設定のレプリケーションは中断します。クラスタ

設定の変更は、この VCS の追加が完了するまで、複製されません。 

クラスタのすべての非マスター VCS（追加する VCS 以外）で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

クラスタ名（Cluster 
name） 

マスター VCS で設定される [クラスタ名（Cluster name）] と同じ 

クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

マスター VCS の設定と同じ 

設定マスター

（Configuration master） 
マスター VCS の設定と同じ 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address）... 
ピア 6 IP アドレス（Peer 
6 IP address） 

マスター VCS の設定と同じ 
 

 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

クラスタに追加する別の非マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド プロンプ

トで、次のように入力します。 
xcommand DefaultValuesSet Level: 2 
xcommand DefaultLinksAdd 

（注）このコマンドは、LDAP 認証設定をデフォルトに戻します。このコマンドを実行するには、

Web admin パスワードが必要です。 
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2. [管理者アカウント（Administrator accounts）] ページに移動します（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [管理者アカウント

（Administrator accounts）]）。 

3. デフォルトの admin アカウント以外のすべてのエントリを削除します。 

4. [システム（System）] > [DNS] に移動して、[ローカル ホスト名（Local host name）] がこの 
VCS の DNS ホスト名であることを確認します（通常、[システム（System）] > [システム

（System）] の [システム名（System name）] と同じですが、スペースを除いて、クラスタの各 
VCS で一意です）。設定が正しいことを確認し、[保存（Save）] をクリックします。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

5. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

クラスタ名（Cluster 
name） 

マスター VCS で設定される [クラスタ名（Cluster name）] と同じ 

クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

マスター VCS の設定と同じ 

設定マスター

（Configuration master） 
マスター VCS の設定と同じ 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address）... 
ピア 6 IP アドレス（Peer 
6 IP address） 

マスター VCS の設定と同じ 
 

 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）この新しい VCS が通信していないことを示すクラスタ通信障害アラームが、VCS ピアで発生

します。これは、リスタート後にクリアされます。 

7. VCS をリスタートします。 

a. [メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] ページで、[システムのリスター

ト（Restart system）] をクリックします。 

b. [OK] をクリックして、リスタートを確認します。 

複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

8. リスタート後、約 2 分間待ちます。この間に、マスターから設定がコピーされます。 

9. 新しく追加された VCS の [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > 
[アラーム（Alarms）]）。VCS をリスタートする必要があることを示すアラームが発生した場

合、[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択して、[システムのリス

タート（Restart System）] をクリックします。 

• 複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

10. ゾーン設定、変換設定、CPL および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS 
Configuration）]、[アプリケーション（Application）] メニューでの設定などが、マスター VCS 
に従って正しいことを確認します（FindMe は例外で後で複製されます）。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 
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 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこの VCS ピアのクラスタに隣接して

いる場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設

定が更新され、この新しいピアのアドレスのみが含まれます。 

各 VCS ピア（マスターおよび新しい VCS ピアを含む）で、次の手順を実行します。 

1. 新しい VCS ピアの Web ブラウザにログインします。 

2. [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）。 

a. 必要な場合、VCS をリスタートします。 

b. 複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

3. 予想される FindMe エントリ（マスター VCS）がこの VCS にあるか確認します（[ステータス

（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [TMS Provisioning Extension サービス（TMS 
Provisioning Extension Services）] > [FindMe] > [アカウント（Accounts）] を使用します）。 

レプリケーション ステータスを確認します。 

（注）VCS から成功ステータスが報告されるまで、約 5 分かかります。 問題が発生した場合、5 分
待ってから画面をリフレッシュしてください。 

VCS で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

• クラスタリング ステータスで、[ステータス有効（Status Enabled）] と表示されます。 

• VCS システム設定のレプリケーションのステータスは、[最終同期結果成功（Last 
synchronization result SUCCEEDED）] でなければなりません。 

TMS を使用している場合、TMS のリフレッシュを強制実行して、このアップグレードされた VCS 
のすべての設定が正しいことを確認します。 

TMS で、次の手順を実行します。 

1. クラスタのすべての VCS（マスター VCS を含む）で、次の手順を実行します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択

し、VCS の名前をクリックします。 

b. [設定（Settings）] タブを選択します。 

c. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

2. この手順をクラスタのすべての VCS ピアで繰り返します。 

VCS ピアをクラスタに追加した後 
VCS の [アラーム（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照し

て、すべてのアラームが実行され、クリアされていることを確認します。 

追加クラスタ設定 
 Conference Factory（Multiway™）を使用する場合、「Conference Factory（Multiway™）」の

「付録 4：クラスタリングによる他の VCS アプリケーションへの影響」の項を参照してくださ

い。 
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 デフォルト以外の信頼できる CA 証明書またはデフォルト以外のサーバ証明書、あるいはこれら

の両方をクラスタで使用する場合、必要な信頼できる CA 証明書および適切なサーバ証明書が、

追加されるピアで設定されていることを確認します。 

 

これで、X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加は完了しました。 
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X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（TMS 
Agent Legacy モード） 
別の VCS ピアを追加する X7.2 クラスタ（1 つ以上のピアを含む）が存在する場合、次の手順を実行

します。既存のクラスタがない場合、「VCS X7.2 ピアの新規クラスタの作成（TMS Agent Legacy 
モード）」の項の手順に従ってください。 

（注）VCS は、マスター VCS を含め最大で 6 つまでクラスタに追加できます。 

次のプロセスでは、X7.2 VCS をクラスタに追加して、クラスタ マスターの設定を VCS に複製しま

す。 

TMS レプリケーションが有効にされている場合、次の手順を実行します。 

 1 つ以上のピアがある既存のクラスタは、TMS Agent Legacy モードを使用して稼働している必

要があります。 

 追加されるピアは、以前の TMS Agent Legacy モードを使用して有効にされます。 

（注） 

 すべての VCS クラスタ ピアは、たとえば、すべてが X7.2 など、マスターと同じコード バー

ジョンを実行する必要があります。 

 一度にクラスタに追加する必要が VCS は 1 つだけです。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. マスター VCS のリストで、そのネイバー ゾーンまたはトラバーサル ゾーンに新しい VCS ピア

が表示されていないことを確認します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [ゾーン（Zones）] 
を選択して、各ネイバーおよびトラバーサル ゾーンを確認します）。 

（注）マスター VCS は、この新しい VCS ピアおよびクラスタの他のすべての VCS ピアの設定情報

のソースとして使用されます。VCS がクラスタに追加されると、その設定は削除され、マスターの

設定で置換されます。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

2. その他の VCS の [代替またはクラスタリング ピア（Alternates or Clustering Peers）] リストで、

この VCS の IP アドレスがないことを確認します。 

3. VCS のソフトウェア バージョンが、既存のクラスタのマスターおよび他のクラスタ ピアで稼働

するバージョンと同じであることを確認します（X7.2）。 

4. VCS をバックアップします（詳細については、付録 1 を参照してください）。 

追加する VCS の Web インターフェイスで、次の手順を実行します。 

5. VCS が次のように設定されているか確認します。 

• 有効なイーサネット スピード（[システム（System）] > [イーサネット（Ethernet）]）が設

定されている。 

• 有効な IP アドレスおよび IP ゲートウェイ（[システム（System）] > [IP]）が設定されてい

る。 

• マスター ピアにインストールされているオプション キーと同じセットがインストールされ

ている（[メンテナンス（Maintenance）] > [オプション キー（Option Keys）]）。 
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（注）コール ライセンス キーの数はピアごとに異なる場合があります。この場合、他のすべて

のライセンス キーは各ピアで同じでなければなりません。 

• 少なくとも 1 つの有効な DNS サーバが設定されている。また、非修飾 DNS 名が（NTP 
サーバなどで）使用されている場合、ドメイン名が正しく設定されている必要があります

（ドメイン名は、FQDN とするために、非修飾 DNS 名のサフィックスとして追加されま

す）（[システム（System）] > [DNS]）。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

• 有効で、稼働している NTP サーバが設定されている（[システム（System）] > [時間

（Time）]：[ステータス（Status）] セクションの [状態（State）] が [同期

（Synchronized）] でなければなりません）。 

• ピアが設定されていない（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]：このページのすべてのピアおよび IP アドレスのフィールドがブランクでな

ければなりません。入力されている場合、エントリを削除して、[保存（Save）] をクリック

します）。 

クラスタを TMS で管理する場合、そのクラスタに追加する VCS も TMS で管理する必要がありま

す。 

（注）デバイス プロビジョニングまたは FindMe を X7.2 VCS クラスタで使用する場合、TMS を使

用する必要があります。デバイス プロビジョニングも FindMe も使用しない場合、TMS を使用する

必要はありませんが、使用することをお勧めします。 

TMS を使用する場合、クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

6. VCS が TMS を認識できることを確認します。 
確認するには、[システム（System）] > [外部マネージャ（External Manager）] を選択して、[ス
テータス（Status）] セクションで、[状態（State）] が [アクティブ（Active）] になっているこ

とを確認します。 
（[アクティブ（Active）] でない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行して

ください）。 

7. TMS がこの VCS と通信できることを確認します。確認するには、TMS で [システム

（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、VCS の名前

をクリックして、次のように表示されることを確認します。 
 「システムにオープンまたは承認済みチケットがありません（System has no open or 
acknowledged tickets）」 
（このように表示されない場合、「付録 2：VCS の TMS への追加」のプロセスを実行してくださ

い）。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

8. 追加する VCS の [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラー

ム（Alarms）]）。VCS をリスタートする必要があることを示すアラームが発生した場合、[メン

テナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択して、[システムのリスタート

（Restart System）] をクリックします。 

• デフォルトの TMS エージェントのパスワードに関するアラームは無視します。TMS レプリ

ケーションが有効な場合、これらのアラームはクリアされます。 

• 複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

TMS を使用する場合、次の手順を実行します。 
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9. クラスタに追加する VCS で、VCS のホスト名が TMS で設定されていることを確認します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択し

ます。 

b. この VCS を選択します。 

c. [接続（Connection）] タブを選択します。 

d. [ホスト名（Host Name）] をこの非マスター ピアの FQDN に設定します（例：

vcs3.uk.company.com）。 

e. [保存/試行（Save/Try）] をクリックします。 
エラー メッセージ「DNS 設定は <DNS 名> を解決できませんでした。DNS でシステム 
IP アドレス（）が見つかりませんでした：<サーバ IP>（DNS config failure 
resolving <DNS name>: Did not find system IP address（）in DNS: 
<Server IP>）」は無視します。 

f. TMS がその DNS を更新することを確認します。 

i. [設定（Settings）] タブを選択します。 

ii. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

クラスタに追加される VCS で複製されるように TMS を設定している場合（TMS で [システム

（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] および必須サブ フォルダに移動し、この VCS を選択

して、[TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択）、VCS に存在するユーザ アカウントを

削除します。 

この VCS で複製されるように TMS を設定していない場合、FindMe データは TMS に保存され

ません。 

TMS が VCS で複製される場合、次の手順を実行します。 

g. 既存のユーザ アカウントを削除します。 クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行しま

す。 

i. [メンテナンス（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ 
アカウント（User accounts）] に移動します。 

ii. 表示されるすべてのアカウントを選択して、[削除（Delete）] をクリックします。 

TMS を使用しない場合、クラスタのマスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必要なサブ フォルダ）を選択し

て、クラスタのマスター VCS をクリックします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

3. [すべてのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable 
TMS Agent Data Replication on all Cluster Peers）] チェックボックスをオフにします（オンの場

合）。 

4. [クラスタ設定の保存（Save Cluster Settings）] をクリックします。 

（注）これにより、TMS から各クラスタ ピアへのデータベース レプリケーションが無効になりま

す。 

 プロビジョニング データは TMS から VCS に更新されなくなりますが、VCS にキャッシュされ

たデータからのエンドポイントは引き続きプロビジョニングされます。 

 VCS クラスタ設定のレプリケーションは続行します。 

 VCS ピアでの VCS FindMe レプリケーションは停止します。 
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クラスタの各 VCS（マスターおよびクラスタに追加される VCS を含む）で TMS を使用する場合、

TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択しま

す。 

2. [VCS] を選択します。 

3. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

4. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] チェックボックスをオフにします（オンの場合）。 

5. [設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

クラスタに追加する VCS で、次の手順を実行します。 

6. メンテナンス モードを有効にします。 
admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド ライン

で、次のように入力します。 
xconfiguration SystemUnit Maintenance Mode: On 

7. コールがクリアされ、登録がタイムアウトになるまで待機します。 
必要な場合、自動的にクリアされないコールを手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [コール（Calls）] に移動して、終了するコールの横のチェックボックスを

オンにして、[切断（Disconnect）] をクリックします）。 

8. 必要な場合、自動的にクリアされない登録を手動で削除します（Web ブラウザを使用し、[ス
テータス（Status）] > [登録（Registrations）] > [デバイス別（By device）] に移動して、削除す

るデバイスの横のチェックボックスをオンにして、[登録解除（Unregister）] をクリックしま

す）。 
Conference Factory の登録はそのままにします。これはコールの送信元にはなりません。削除さ

れた場合でも、他のピアに独自の Conference Factory 登録があるため（有効な場合）、別のピア

にロールオーバーされません。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、1 つ以上の [ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] フィールドが空に

なっていることを確認します。 
最初の空のフィールドに、新しい VCS ピアの IP アドレスを入力します。 

（注） 

 一度にクラスタに追加する必要がある VCS は 1 つだけです（複数の VCS ピアを追加する場

合、プロセス全体を繰り返します）。 

 （注）新しい VCS ピアでデュアル ネットワーク インターフェイスを使用する場合、ピア IP ア
ドレスは、LAN 1 インターフェイス アドレスを指定する必要があります。また、このインター

フェイスでは、NAT が無効にされている必要があります。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

ピア 1 は、[この VCS（This VCS）] を示します。新しいピアは、[不明（Unknown）] を示しま

す。リフレッシュすると、クラスタへの VCS の追加が完了していないので、[失敗（Failed）] を
示します。 

（注） 

 この新しい VCS ピアが通信していないことを示すクラスタ障害アラームが、マスターおよびク

ラスタの他の非マスター ピアで発生します。このアラームは後でクリアされます。 
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 新しい VCS の追加が完了するまで、クラスタ設定のレプリケーションは中断します。クラスタ

設定の変更は、この VCS の追加が完了するまで、複製されません。 

クラスタのすべての非マスター VCS（追加する VCS 以外）で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

クラスタ名（Cluster 
name） 

マスター VCS で設定される [クラスタ名（Cluster name）] と同じ 

クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

マスター VCS の設定と同じ 

設定マスター

（Configuration master） 
マスター VCS の設定と同じ 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address）... 
ピア 6 IP アドレス（Peer 
6 IP address） 

マスター VCS の設定と同じ 
 

 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

クラスタに追加する別の非マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。VCS コマンド プロンプ

トで、次のように入力します。 
xcommand DefaultValuesSet Level: 2 
xcommand DefaultLinksAdd 

（注）このコマンドは、LDAP 認証設定をデフォルトに戻します。このコマンドを実行するには、

Web admin パスワードが必要です。 

2. [管理者アカウント（Administrator accounts）] ページに移動します（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [管理者アカウント

（Administrator accounts）]）。 

3. デフォルトの admin アカウント以外のすべてのエントリを削除します。 

4. [システム（System）] > [DNS] に移動して、[ローカル ホスト名（Local host name）] がこの 
VCS の DNS ホスト名であることを確認します（通常、[システム（System）] > [システム

（System）] の [システム名（System name）] と同じですが、スペースを除いて、クラスタの各 
VCS で一意です）。設定が正しいことを確認し、[保存（Save）] をクリックします。 

（注）<Local host name>.<DNS domain name> は、この Cisco VCS の FQDN です。 

5. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、次のようにフィールドを設定します。 
 

クラスタ名（Cluster 
name） 

マスター VCS で設定される [クラスタ名（Cluster name）] と同じ 

クラスタ事前共有キー

（Cluster pre-shared 
key） 

マスター VCS の設定と同じ 
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設定マスター

（Configuration master） 
マスター VCS の設定と同じ 

ピア 1 IP アドレス（Peer 
1 IP address）... 
ピア 6 IP アドレス（Peer 
6 IP address） 

マスター VCS の設定と同じ 
 

 

6. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）この新しい VCS が通信していないことを示すクラスタ通信障害アラームが、VCS ピアで発生

します。これは、リスタート後にクリアされます。 

7. VCS をリスタートします。 

a. [メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] ページで、[システムのリスター

ト（Restart system）] をクリックします。 

b. [OK] をクリックして、リスタートを確認します。 

複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

8. リスタート後、約 2 分間待ちます。この間に、マスターから設定がコピーされます。 

9. 新しく追加された VCS の [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > 
[アラーム（Alarms）]）。VCS をリスタートする必要があることを示すアラームが発生した場

合、[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択して、[システムのリス

タート（Restart System）] をクリックします。 

• デフォルトの TMS エージェントのパスワードに関するアラームは無視します。TMS レプリ

ケーションが有効な場合、これらのアラームはクリアされます。 

• 複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

10. ゾーン設定、変換設定、CPL および [システム（System）]、[VCS 設定（VCS 
Configuration）]、[アプリケーション（Application）] メニューでの設定などが、マスター VCS 
に従って正しいことを確認します（FindMe は例外で後で複製されます）。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこの VCS ピアのクラスタに隣接して

いる場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設

定が更新され、この新しいピアのアドレスのみが含まれます。 

TMS を使用し、デバイス プロビジョニングまたは FindMe をこのクラスタで使用する場合、TMS 
で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

マスター VCS を選択します。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

a. [すべてのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする

（Enable TMS Agent Data Replication on all Cluster Peers）] が選択されていることを確認し

ます。選択されていない場合、必要に応じて、[クラスタ設定を保存（Save Cluster 
Settings）] または [クラスタを作成（Create Cluster）] をクリックします。 

3. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動して、

このクラスタに追加する新しい VCS を選択します。 

4. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 
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a. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] が選択されていることを確認します。 

b. [認証スキーム（Authentication Scheme）] が [ダイジェスト（Digest）] に設定されているこ

とを確認します。 

5. 変更が必要な場合、[設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

（注）TMS エージェント データ レプリケーションで [無効（Disabled）] と報告されている場合は問

題が発生しています。TMS で、[管理ツール（Administrative Tools）] > [活動状況（Activity Status）] 
を選択して、[システムで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする：<VCS 名>
（Enable TMS Agent Data Replication for system(s): <VCS name(s)>）] 項目を探します。この項目を

クリックすると、このアクションに関連するアクティビティ ログの完全なリストが表示されます。

報告されている問題を特定して修正します。 

各 VCS ピア（マスターおよび新しい VCS ピアを含む）で、次の手順を実行します。 

6. 新しい VCS ピアの Web ブラウザにログインします。 

7. [アラーム（Alarms）] ページを確認します（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）。 

a. 必要な場合、VCS をリスタートします。 

b. 「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデフォルトの LDAP パスワード

が設定されています（Security alert: the TMS Agent database has the default LDAP password 
set）」または「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデフォルトのレプ

リケーション パスワードが設定されています（Security alert: the TMS Agent database has the 
default replication password set）」と表示されている場合、「付録 6：トラブルシューティン

グ」の関連セクションを参照してください。 

複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web イン

ターフェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

8. 予想される FindMe エントリ（マスター VCS）がこの VCS にあるか確認します（[メンテナンス

（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ アカウント（User 
accounts）] を使用します）。 

レプリケーション ステータスを確認します。 

（注）VCS から成功ステータスが報告されるまで、約 5 分かかります。 問題が発生した場合、5 分
待ってから画面をリフレッシュしてください。 

VCS で、次の手順を実行します。 

9. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

• クラスタリング ステータスで、[ステータス有効（Status Enabled）] と表示されます。 

• VCS システム設定のレプリケーションのステータスは、[最終同期結果成功（Last 
synchronization result SUCCEEDED）] でなければなりません。 

10. TMS レプリケーションを有効にしている場合、次の手順を実行します。 

a. リンク [TMS エージェント レプリケーション ステータスの表示（View TMS Agent 
replication status）] を選択します。 

b. TMS エージェント レプリケーション ステータス レポートの一番上の行が [レプリケーショ

ン有効（Replication Enabled）] になっていることを確認します。 

TMS を使用している場合、TMS のリフレッシュを強制実行して、このアップグレードされた VCS 
のすべての設定が正しいことを確認します。 

TMS で、次の手順を実行します。 
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11. クラスタのすべての VCS（マスター VCS を含む）で、次の手順を実行します。 

a. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択

し、VCS の名前をクリックします。 

b. [設定（Settings）] タブを選択します。 

c. [強制的に更新（Force Refresh）] をクリックします。 

12. この手順をクラスタのすべての VCS ピアで繰り返します。 

VCS ピアをクラスタに追加した後 
TMS を使用する場合、次のように、TMS エージェント診断を実行して、TMS エージェントが正しく

実行しているか確認します。 

1. Cisco TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. 各 VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[クラスタ化 
VCS（Clustered VCSs）] フォルダおよび [Cluster（クラスタ）] フォルダを展開し、VCS ピ
アを選択します。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認してくださ

い（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、VCS の [アラーム

（Alarms）] ページ（[ステータス（Status）] > [アラーム（Alarms）]）を参照して、すべてのアラー

ムが実行され、クリアされていることを確認します。 

 追加クラスタ設定 

 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手順

を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してください。 

追加クラスタ設定 
 Conference Factory（Multiway™）を使用する場合、「Conference Factory（Multiway™）」の「付

録 4：クラスタリングによる他の VCS アプリケーションへの影響」の項を参照してください。 

 デフォルト以外の信頼できる CA 証明書またはデフォルト以外のサーバ証明書、あるいはこれら

の両方をクラスタで使用する場合、必要な信頼できる CA 証明書および適切なサーバ証明書が、

追加されるピアで設定されていることを確認します。 

 

これで、X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加は完了しました。 
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ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完

全な削除） 
このプロセスでは、1 つの VCS ピアを既存のクラスタから削除します。この VCS への FindMe およ

び設定のレプリケーションは停止し、VCS は、クラスタのピアのリストから削除されます。プロビ

ジョニングは、削除された VCS で無効になります。 

 クラスタのすべてのピアを削除する場合、「VCS X7.2 クラスタの無効化」の手順を実行しま

す。 

 削除するクラスタ ピアにアクセスできない場合、「アウトオブサービス VCS の VCS X7.2 クラ

スタからの削除（完全な削除）」の手順を実行します。 
 

準備： 

1. クラスタから削除する VCS がマスター ピアでないことを確認します。 
削除する VCS がマスター ピアの場合、「VCS X7.2 クラスタのマスター ピアの変更」の項の指

示に従い、マスター ピアを別のピアに変更します。 

TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します。 
（TMS が Provisioning Extension モードの場合は変更の必要はありません） 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

削除する VCS を選択します。 

2. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

3. TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、次の手順を実行します。 

a. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] チェックボックスをオフにします。 

b. [設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

削除する VCS で、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

a. [クラスタ名（Cluster name）] をこの VCS で一意の ID に変更します（可能な場合、たとえ

ば、「vcs1.example.com」など、この個々の VCS に対応する SRV レコードで使用される

ルーティング可能な完全修飾ドメイン名に変更します（付録 8：クラスタ名および DNS 
SRV レコードを参照））。 
（注）「付録 7：クラスタ名の変更（FindMe アカウントの保持）」のプロセスは使用しない

でください。このプロセスでは、削除する VCS のクラスタに FindMe アカウントが残りま

す。 

b. [クラスタ事前共有キー（Cluster pre-shared key）] を削除します。 

c. [ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] フィールドのすべてのエントリを削除します。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

（注） 

 FindMe ユーザは、この削除された VCS で使用できなくなります（クラスタでは使用できま

す）。 
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 次のようなアラームが、Web インターフェイスおよび削除する VCS の CLI に表示される場合

があります。これはエラーではありません。このアラームは、VCS をリスタートするとクリア

されます。 

 
 

4. OCS リレーがクラスタで使用されていた場合、[OCS リレー（OCS Relay）] ページ（[アプリ

ケーション（Applications）] > [OCS リレー（OCS Relay）]）。 

• [モード = オン（Mode = On）] が [モード = オフ（Mode = Off）] に変わったら、[保存

（Save）] をクリックします。 

5. Microsoft OCS/Lync B2BUA がクラスタで使用されていた場合、[Microsoft OCS/Lync B2BUA 設
定（Microsoft OCS/Lync B2BUA configuration）] ページ（[アプリケーション（Applications）] > 
[B2BUA] > [Microsoft OCS/Lync] > [設定（Configuration）]）。 

• [Microsoft OCS/Lync B2BUA = 有効（Microsoft OCS/Lync B2BUA = Enabled）] が [Microsoft 
OCS/Lync B2BUA = 無効（Microsoft OCS/Lync B2BUA = Disabled）] に変わったら、[保存

（Save）] をクリックします。 

6. VCS をリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択し

て、[システムのリスタート（Restart System）] をクリックします）。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、削除された VCS の IP アドレスを削除します。 

3. 削除する VCS が、リストの最後のフィールドでない場合、エントリ間に空のフィールドができ

ないように、リスト上の他の IP アドレスが上に移動します。 

4. 前述の手順で、マスター VCS ピアの IP アドレスがリスト上で上に移動した場合、その新しい位

置に合わせて [設定マスター（Configuration master）] の値を変更します。 

5. [保存（Save）] をクリックします。 

残りのすべての非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、[ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] および [設定マスター

（Configuration master）] フィールドをマスター VCS の設定に合わせて編集します。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

4. 他のすべての非マスター VCS ピアで、クラスタリング設定が同じになるまで、この手順を繰り

返します。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

1. 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこの VCS ピアのクラスタに隣接して

いる場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設

定が更新され、削除されたピアのアドレスが除外されます。 

2. 削除された VCS に登録しているエンドポイントがある場合、クラスタの他の VCS ピアのいずれ

かに登録されるように、エンドポイントの設定（または、クラスタ ピアを示す DNS サーバ エン

トリの設定）を変更します。 
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注意：削除された VCS は、クラスタから削除された時点では、その設定が残され、非クラスタ化 
VCS として機能できます。VCS がクラスタから削除されたら、他のデバイスによりクラスタ ピアと

して使用されないように、サービスを停止するか（たとえば、この後で説明するアウトオブサービス 
VCS をネットワークに再接続する前に従って、出荷時の状態にリセットするか、xcommand 
DefaultValuesSet Level: 2 および xcommand DefaultLinksAdd を実行する）、別の設定

に変更することをお勧めします。 

TMS の再設定 
TMS を使用し、TMS エージェントが Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

マスター VCS を選択します。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

3. [TMS 内のクラスターを更新（Update Cluster in TMS）] をクリックします。 
 

削除後 
TMS を使用しない場合、または TMS が Provisioning Extension モードの場合、診断チェックを実行

せずにこの項を飛ばしてください。 

TMS を使用し、TMS エージェントが Legacy モードの場合、次のように、TMS エージェント診断を

実行することで、TMS エージェントが正しく稼働しているか確認します。 

1. TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. 各 VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[クラスタ化 
VCS（Clustered VCSs）] フォルダおよび [Cluster（クラスタ）] フォルダを展開し、VCS ピ
アを選択します。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認してくださ

い（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

 すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、アウトオブサービス 
VCS がクラスタから完全に削除されました。 

 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手

順を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してくださ

い。 

 
これで、ライブ VCS のクラスタからの削除は、完了です。 
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アウトオブサービス VCS の VCS X7.2 クラスタか

らの削除（完全な削除） 
この手順は、次の場合に実行します。 

 VCS が使用できなくなり、返品する必要がある 

 何らかの理由で VCS にアクセスできない 

クラスタのすべてのピアを削除する場合、「VCS X7.2 クラスタの無効化」の手順を実行します。 

削除するクラスタ ピアにアクセスできる場合、「ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完

全な削除）」の手順に従い、削除する VCS およびその直前のピアを削除します。 

（注）この手順では、削除される VCS のクラスタリング設定は削除されません。削除する場合、

VCS のすべてのピアを削除し、FindMe および設定レプリケーションを停止してから（下記「アウト

オブサービス VCS をネットワークに再接続する前」の項を参照）、アウトオブサービス VCS を再

接続する必要があります。 

準備： 

1. クラスタから削除する VCS が TMS のマスター VCS でないことを確認します。 
削除する VCS がマスター VCS の場合、「VCS X7.2 クラスタのマスター ピアの変更」の項の指

示に従い、マスター ピアを別のピアに変更します。 

TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します。 
（TMS が Provisioning Extension モードの場合は変更の必要はありません） 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

削除する VCS を選択します。 

2. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

3. TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、次の手順を実行します。 

a. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] チェックボックスをオフにします。 

b.  [設定の保存（Save Settings）] をクリックします。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、削除された VCS の IP アドレスを削除します。 

3. 削除する VCS が、リストの最後のフィールドでない場合、エントリ間に空のフィールドができ

ないように、リスト上の他の IP アドレスが上に移動します。 

• これにより、マスター VCS ピアの IP アドレスがリスト上で上に移動した場合、その新しい

位置に合わせて [設定マスター（Configuration master）] の値を変更します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

残りのすべての非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）で、[ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] および [設定マスター

（Configuration master）] フィールドをマスター VCS の設定に合わせて編集します。 
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3. [保存（Save）] をクリックします。 

4. 他のすべての非マスター VCS ピアで、この手順を繰り返します。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

1. 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこの VCS ピアのクラスタに隣接して

いる場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーン設

定が更新され、削除されたピアのアドレスが除外されます。 

2. 削除された VCS に登録しているエンドポイントがある場合、クラスタの他の VCS ピアのいずれ

かに登録されるように、エンドポイントの設定（または、クラスタ ピアを示す DNS サーバ エン

トリの設定）を変更します。 

TMS の再設定 
TMS を使用し、TMS エージェントが Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

マスター VCS を選択します。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

3. [TMS 内のクラスターを更新（Update Cluster in TMS）] をクリックします。 

削除後 
TMS を使用しない場合、または TMS が Provisioning Extension モードの場合、診断チェックを実行

せずにこの項を飛ばしてください。 

TMS を使用し、TMS エージェントが Legacy モードの場合、次のように、TMS エージェント診断を

実行することで、TMS エージェントが正しく稼働しているか確認します。 

1. TMS にログインします。 

2. [管理ツール（Administrative Tools）] > [TMS エージェント診断（TMS Agent Diagnostics）] に
移動します。 

3. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[ローカル TMS 
エージェント（Local TMS Agent）] を選択します。 

4. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、ローカル TMS エージェントで診

断テストを実行します。 

5. 各 VCS ピアで、次の手順を実行します。 

a. ページ左側の [TMS エージェント ブラウザ（TMS Agent Browser）] パネルで、[クラスタ化 
VCS（Clustered VCSs）] フォルダおよび [Cluster（クラスタ）] フォルダを展開し、VCS ピ
アを選択します。 

b. [すべての診断の実行（Run All Diagnoses）] をクリックして、VCS ピアで診断テストを実

行します。 

（注）認証を VCS で有効にする場合、警告「VCS で認証が無効にされていることを確認してくださ

い（verify that authentication is disabled on the VCS）」は無視します。 

 すべてのテストに成功したら（すべてに緑のチェックマークが付いたら）、アウトオブサービス 
VCS がクラスタから完全に削除されました。 

 エラーが発生した場合（失敗したテストには赤い「X」が示されます）、このアップグレード手

順を中止し、Cisco Authorized Service Provider に問い合わせて、発生した問題を解決してくださ

い。 
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これで、クラスタのアウトオブサービス VCS の削除が完了しました。 

アウトオブサービス VCS をネットワークに再接続する前 
削除される VCS が回復したら、再接続する前に、その設定を削除する必要があります。 これは次の

ように簡単に実行できます。 

1. VCS に root としてログインします（シリアルまたは SSH を使用します。シリアル接続の場合、

工場出荷時のリセットの実行中、詳細が示されます）。 

2. 次のように入力します。 
factory-reset 

enter を押します。 
a. Keep option Keys = YES 
b. Keep IP configuration = YES or NO（VCS を同じ IP アドレスの別の VCS に交換しているか

どうかにより異なります） 
c. Keep SSH keys = NO 
d. Keep root and admin passwords = YES or NO（必要に応じて設定します） 

e. Save log files = NO（分析などのために特に必要がない限りこのように設定します） 
f. Replace hard disk = NO 
g. Are you sure you want to continue = YES 
いくつかのメッセージが表示され、シリアル/SSH を介して接続が失われます。 
VCS に再びアクセスできるようになるまで、20 分以上かかる場合があります。 

3. SSH を介して VCS に Admin としてログインします。 

4. 次のように入力します。 
xcommand DefaultLinksAdd 

これにより、回復した VCS の設定がデフォルトに戻ります。 
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VCS X7.2 クラスタの無効化 
このプロセスでは、すべての VCS ピアを既存のクラスタから削除します。FindMe および設定レプリ

ケーションが停止します。また、プロビジョニングも停止し、クラスタが TMS から削除されます。 

各 VCS は、クラスタの削除された時点で設定を保持し、スタンドアロン VCS として機能します。 

注意：クラスタから削除された後で、任意の VCS が稼働していても、同じクラスタの一部であった

別の VCS に登録されているエンドポイント間のコールは失敗します。これは、クラスタが削除され

ると、クラスタ サブゾーンも削除され、コールをルーティングできる 2 つの VCS 間のリンクがな

くなるためです。これを解決するには、VCS 間にネイバー関係を確立して、リンクを作成する必要

があります。 

 VCS にアクセスできない場合、最初に「アウトオブサービス VCS の VCS X7.2 クラスタからの

削除（完全な削除）」の手順に従い削除します。 

TMS を使用し、TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

マスター VCS を選択します。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

3. [すべてのクラスタ ピアで TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable 
TMS Agent Data Replication on all Cluster Peers）] をオフにします。 

4. [クラスタ設定の保存（Save Cluster Settings）] をクリックします。 

5. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

6. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] がオフになっていることを確認します。必要に応じて変更し、[設定の保存（Save 
Settings）] をクリックします。 

TMS を使用し、TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS でのすべての非マスター VCS ピア

で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

非マスター VCS をクリックします。 

2. [TMS エージェント（TMS Agent）] タブを選択します。 

3. [TMS エージェント データ レプリケーションを有効にする（Enable TMS Agent Data 
Replication）] がオフになっていることを確認します。必要に応じて変更し、[設定の保存（Save 
Settings）] をクリックします。 

4. この手順をすべての非マスター VCS ピアで繰り返します。場合によっては、各ピアを無効にす

る間、TMS を一時中断する必要があります。 

 

TMS を使用し、TMS が Provisioning Extension モードの場合、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

クラスタの VCS をクリックします。 

2. [プロビジョニング（Provisioning）] タブを選択します。 

3. すべての 4 つのサービスを無効にします（チェックボックスをオフにします）。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

各非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 
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1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）から、次の手順を実行します。 

a. [クラスタ名（Cluster name）] をこの VCS で一意の ID に変更します（可能な場合、たとえ

ば、「vcs1.example.com」や「vcs2.example.com」など、この個々の VCS に対応する 
SRV レコードで使用されるルーティング可能な完全修飾ドメイン名に変更します（付録 8：
クラスタ名および DNS SRV レコードを参照））。 
（注）「付録 7：クラスタ名の変更（FindMe アカウントの保持）」のプロセスは使用しない

でください。このプロセスでは、削除する VCS のクラスタのマスター ピアに FindMe アカ

ウントが残ります。 

b. [クラスタ事前共有キー（Cluster pre-shared key）] を削除します。 

c. [ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] フィールドのすべてのエントリを削除します。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

（注） 

 FindMe ユーザは、非マスター VCS で使用できなくなります（マスターのみで使用できま

す）。 

 次のようなアラームが、Web インターフェイスおよび削除する VCS の CLI に表示される場合

があります。これはエラーではありません。このアラームは、VCS をリスタートするとクリア

されます。 

 
 

4. OCS リレーがクラスタで使用されていた場合、[OCS リレー（OCS Relay）] ページ（[アプリ

ケーション（Applications）] > [OCS リレー（OCS Relay）]）。 

• [モード = オン（Mode = On）] が [モード = オフ（Mode = Off）] に変わったら、[保存

（Save）] をクリックします。 

5. Microsoft OCS/Lync B2BUA がクラスタで使用されていた場合、[Microsoft OCS/Lync B2BUA 設
定（Microsoft OCS/Lync B2BUA configuration）] ページ（[アプリケーション（Applications）] > 
[B2BUA] > [Microsoft OCS/Lync] > [設定（Configuration）]）。 

• [Microsoft OCS/Lync B2BUA = 有効（Microsoft OCS/Lync B2BUA = Enabled）] が [Microsoft 
OCS/Lync B2BUA = 無効（Microsoft OCS/Lync B2BUA = Disabled）] に変わったら、[保存

（Save）] をクリックします。 

6. VCS をリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択し

て、[システムのリスタート（Restart System）] をクリックします）。 
複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web インター

フェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

7. この手順を各非マスター VCS で繰り返します。 

マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. Web インターフェイスにログインします。 

2. [クラスタ名（Cluster name）] をこのマスター VCS で変更すると、FindMe 情報が削除され、

データベースから未使用のユーザ アカウントが削除されます。 

a. すべての FindMe エントリを削除します。 
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i. [メンテナンス（Maintenance）] > [ログイン アカウント（Login accounts）] > [ユーザ 
アカウント（User accounts）] に移動します。 

ii. 各アカウントを選択して、[削除（Delete）] をクリックします。 

3. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動します。 

a. （オプション）[クラスタ名（Cluster name）] をこの VCS で一意の ID に変更します（可能

な場合、たとえば、「vcs1.example.com」など、この個々の VCS に対応する SRV レコー

ドで使用されるルーティング可能な完全修飾ドメイン名に変更します（付録 8：クラスタ名

および DNS SRV レコードを参照））。 
FindMe アカウントをこの VCS で保持する場合、プロセス「付録 7：クラスタ名の変更

（FindMe アカウントの保持）」を実行します。 

b. [クラスタ事前共有キー（Cluster pre-shared key）] を削除します。 

c. [ピア x IP アドレス（Peer x IP address）] フィールドのすべてのエントリを削除します。 

4. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）次のようなアラームが、Web インターフェイスおよび削除する VCS の CLI に表示される場合

があります。これはエラーではありません。このアラームは、VCS をリスタートするとクリアされ

ます。 

 
 

5. VCS をリスタートします（[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] を選択し

て、[システムのリスタート（Restart System）] をクリックします）。 

他のデバイスで、次の手順を実行します。 

1. 他の VCS、ゲートキーパーまたはボーダー コントローラがこの VCS ピアのクラスタに隣接して

いる場合（またはトラバーサル ゾーンを介して接続されている場合）、このクラスタのゾーンが

削除または適切に変更されていることを確認します。 

2. この VCS クラスタに登録しているエンドポイントがある場合、適切な VCS に登録されるよう

に、エンドポイントの設定（または、クラスタ ピアを示す DNS サーバ エントリの設定）を変更

します。 

TMS の再設定 
TMS を使用し、TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）を選択して、

マスター VCS を選択します。 

2. [クラスタリング（Clustering）] タブを選択します。 

3. [クラスタ設定（Cluster Settings）] セクションで、[クラスタを削除（Delete Cluster）] をクリッ

クします。 

4. [削除（Delete）] をクリックして、クラスタの削除を確認します。 
TMS により、「クラスターが正常に削除されました。（Cluster successfully deleted）」と報告

されます。 

 

これで、VCS のクラスタの削除が完了しました。 
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VCS X7.2 クラスタのマスター ピアの変更 

以前のマスターがアクセスできるかできないかに関係なく

マスター ピアを変更する 

（注）このプロセスの操作は一度に実行する必要があります。そうしない場合、クラスタで、複数の 
VCS がクラスタ マスターと見なされる状態になります。 

「新しい」マスター VCS で、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS Configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動し、[設定マスター（Configuration master）] ドロップダウン メニューか

ら、[この VCS（This VCS）] と示されるピア エントリの ID 番号を選択します。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

このマスター ピアの変更を実行する場合、「クラスタ マスター不一致（Cluster master 
mismatch）」または「クラスタ レプリケーション エラー（Cluster replication error）」というア
ラームが VCS で発生しますが、この手順の実行中に修正されるので無視してください。 

「以前」のマスター VCS にアクセスできる場合、「以前」のマスター VCS で、次の手順を実行しま

す。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）の [設定マスター（Configuration master）] ドロップダウン メニューから、「新

しい」マスター VCS の ID 番号を選択します。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

他のすべての非マスター VCS ピアで、次の手順を実行します。 

1. [クラスタリング（Clustering）] ページ（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）]）に移動して、[設定マスター（Configuration master）] ドロップダウン メニュー

から、「新しい」マスター VCS の ID 番号を選択します。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

クラスタの各 VCS（マスターを含む）で、次の手順を実行します。 

1. [VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング（Clustering）] に移動し、ページをリフ

レッシュして、[設定マスター（Configuration master）] の変更が適用されていることを確認しま

す。 

2. VCS で変更が適用されていない場合、上記の手順を繰り返します。 

3. [ステータス（Status）] セクションを確認します。 

• クラスタリング ステータスで、[ステータス有効（Status Enabled）] と表示されます。 

• VCS システム設定のレプリケーションのステータスは、[最終同期結果成功（Last 
synchronization result SUCCEEDED）] でなければなりません。 

（注）VCS で発生した「クラスタ マスター不一致（Cluster master mismatch）」および「クラスタ 
レプリケーション エラー（Cluster replication error）」に関するアラームは、約 2 分後に自動的にク

リアされます。 
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TMS の再設定 
変更の必要はありません。TMS は、VCS クラスタでのマスターの変更を確認し、適切に報告しま

す。 

以前のマスターが使用できない場合 
「以前」のマスターにアクセスできなくなったため、マスターを変更する場合、「アウトオブサービ

ス VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除）」の手順に従い、「以前」のマスターを削

除します。 

VCS クラスタのマスター ピアを変更しているときに、「以前」のマスターにアクセスできなくなっ

たが、後で使用できるようになった場合、「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning 
Extension モード）」の手順を実行して、クラスタに再び追加する必要があります。 

これで、VCS クラスタのマスター ピアの変更は完了です。 
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VCS X7.2 ピアの IP アドレスの変更 
VCS ピアの IP アドレスを変更するには、その VCS をクラスタから削除し、IP アドレスを変更し

て、VCS を再びクラスタに追加する必要があります。 

そのプロセスは次のとおりです。 

1. IP アドレスを変更する VCS がマスター VCS でないことを確認します。 
これがマスター VCS である場合、「VCS X7.2 クラスタのマスター ピアの変更」の項の手順を

実行して、マスターを別のピアに変更します。 

2. 「ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除）」のプロセスを実行します。 

3. VCS の IP アドレスを変更します。 

4. 「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」のプロセスを実

行します。 

 

これで、VCS ピアの IP アドレスの変更は完了です。 
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VCS X5.2 以前のバージョンから X7.2 へのアップ

グレード 
この項では、バージョン X5.2 以前の VCS から X7.2 にアップグレードする方法について説明しま

す。 

VCS X1/X2 代替から VCS X7.2 クラスタへのアップグレー

ド 
X1/X2 代替から X7.2 クラスタに直接アップグレードすることはできません。X1/X2 から X5.2 への

アップグレードを実行してから、X5.2 から X6.1、次に X7.2 にアップグレードします。 

『Cluster creation and maintenance guide（X5)』の「Upgrade VCS X1/X2 Alternates to a VCS X5 
cluster」の手順に従い VCS を X5.2 にアップグレードします。次に、『Cluster creation and 
maintenance deployment guide（X6.1)』の「Upgrade and X5.1, X5.1.1 or X5.2 cluster to an X6.1 
cluster」の手順を実行して、本書の「X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラスタから X7.2 ク
ラスタへのアップグレード」の手順を実行します。 

X3/X4/X5.0 クラスタから X7.2 クラスタへのアップグレー

ド  
X3/X4/X5.0 クラスタから X7.2 クラスタに直接アップグレードすることはできません。この場合、

X3/X4/X5.0 から X5.2 にアップグレードしてから、X5.2 から X6.1、次に X7.2 にアップグレードする

必要があります。 

『Cluster creation and maintenance guide（X5)』の「Upgrade a Cisco VCS X3/X4 cluster to an X5 
cluster（including Cisco TMS to 12.6)」または「Upgrade an X5.0 cluster to an X5.2 cluster」の手順

を実行して、X5.2 クラスタにアップグレードします。次に、『Cluster creation and maintenance 
deployment guide（X6.1)』の「Upgrade and X5.1, X5.1.1 or X5.2 cluster to an X6.1 cluster」の手順

を実行して、本書の「X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラスタから X7.2 クラスタへのアッ

プグレード」の手順を実行します。 

X5.1、X5.1.1 または X5.2 クラスタから X7.2 クラスタへの

アップグレード 
X5.1、X5.1.1 または X5.2 クラスタから X7.2 クラスタに直接アップグレードすることはできませ

ん。この場合、X5.1/X5.1.1/X5.2 から X6.1 にアップグレードしてから、X6.1 から X7.2 にアップグ

レードする必要があります。 

『Cluster creation and maintenance deployment guide（X6.1)』の「Upgrade and X5.1, X5.1.1 or X5.2 
cluster to an X6.1 cluster」の手順を実行して、本書の「X6.0、X6.1、X7.0、X7.0.n または X7.1 クラ

スタから X7.2 クラスタへのアップグレード」の手順を実行します。 
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付録 1：VCS のバックアップ 

X5.0 以降の VCS のバックアップ 
データをバックアップするには、次の手順を実行します。 

1. VCS Web インターフェイスで、[メンテナンス（Maintenance）] > [バックアップと復元

（Backup and restore）] に移動します。 

2. [システム バックアップ ファイルの作成（Create System Backup File）] をクリックして、ファ

イルを保存します。 

3. オプションがある場合、[TMS エージェント バックアップ ファイルの作成（Create TMS Agent 
backup file）] をクリックして、ファイルを保存します（レガシー システムの FindMe エントリ

がバックアップされます）。 

（注） 

 TMS エージェント バックアップは、Provisioning Extension モードまたは VCS Starter Pack 
Express では使用されません。 

 TMS エージェント バックアップが VCS に復元（アップロード）されたら、次の手順を実行し

ます。 
root ログインから、「tmsagent_reindex_database」を実行して、アップロードされたデータ

が、データベースに正しくリンクされていることを確認します。 

 TMS が TMS Agent Legacy モードの場合、TMS エージェント バックアップに、TMS のプロビ

ジョニングおよび FindMe データベース全体（TMS が複製されるすべてのクラスタおよび非ク

ラスタ VCS）が含まれます。これは、緊急時に備えて保存されます。クラスタに復元される場

合、TMS データにより上書きされます。バックアップは、TMS で複製される非クラスタ VCS 
に復元できます。 

VCS 証明書を保存するには、次の手順を実行します。 

4. SCP（root としてログイン）を使用して、VCS から次のファイルをコピーします。 
a. persistent/policy/policy.xml 
b. persistent/certs/*.* 
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付録 2：VCS の TMS への追加 
VCS で、次の手順を実行します。 

1. [SNMP] ページ（[システム（System）] > [SNMP]）に移動して、次のことを確認します。 

a. [SNMP モード（SNMP mode）] が [v3 と TMS サポート（v3 plus TMS support）] または 
[v2c] に設定されている 

b. [コミュニティ名（Community name）] が [パブリック（public）] に設定されている 

（SNMP が無効にされていた場合、リスタートが必要なことを示すアラームが表示される場合が

あります。リスタートが必要な場合、[メンテナンス（Maintenance）] > [リスタート（Restart）] 
を選択して、[システムのリスタート（Restart System）] をクリックします）。 

複数のピアをリスタートする必要がある場合、次のピアをリスタートする前に Web インター

フェイスからピアにアクセスできることを確認してから、各ピアをリスタートします。 

2. [外部マネージャ（External Manager）] ページ（[システム（System）] > [外部マネージャ

（External Manager）]）に移動して、次のことを確認します。 

a. [アドレス（Address）] が TMS の IP アドレスまたは FQDN に設定されている 

b. [パス（Path）] が tms/public/external/management/SystemManagementService.asmx に設定

されている 

c. [プロトコル（Protocol）] が [HTTPS]、[証明書検証モード（Certificate verification mode）] 
が [オン（On）] の場合、接続が「アクティブ」になる前に、関連する証明書をロードする

必要があります。詳細については、『D50520 Implementing Secure Management』を参照し

てください。 

d. [プロトコル（Protocol）] が [HTTP]、[証明書検証モード（Certificate verification mode）] が 
[オフ（Off）] の場合、証明書をロードする必要はありません。 

3. [保存（Save）] をクリックします。 

[外部マネージャ（External Manager）] ページの [ステータス（Status）] セクションの [状態

（State）] が [アクティブ（Active）] または [初期化中（Initialising）] と表示されています。1 

TMS で、次の手順を実行します。 

1. [システム（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）] を選択します。 

2. VCS を含める適切なフォルダを選択（または作成）します（次の例の場合、フォルダの名前は

「Cluster」です）。 

 
 

3. [システムの追加（Add Systems）] をクリックします。 

                                                      
 
1 TMS で、プロトコルが HTTPS に強制設定されることがあります。 この設定は、TMS の [管理ツール（Administrative 
Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network settings）] で確認できます。[TMS サービス（TMS 
Services）] セクションで、[システム上の管理設定の強制（Enforce Management Settings on Systems）] が [オン（On）] に設

定され、[機密保護機能付き専用装置通信（Secure-Only Device Communication）] セクションで、[機密保護機能付き専用装置

通信（Secure-Only Device Communication）] が [オン（On）] の場合、プロトコルは HTTPS に強制設定されます。 
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4. セクション [1. IP アドレスまたは DNS 名でシステムを指定してください（1. Specify Systems 
by IP addresses or DNS names）] で、VCS の IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 

5. [Next（次へ）] をクリックします。 

6.  [システムが追加されました（System added）] を探します。 

たとえば、「間違ったパスワード（Wrong Password）」などのエラーが発生した場合、[シス

テムの編集（Edit System）] リンクをクリックして、問題を修正します（VCS の root パスワー

ドを入力します）。 

7. 必要に応じて、[システムの追加の完了（Finish Adding Systems）]、[警告にかかわらずシステム

を登録する（Add System despite warnings）] または [システムを追加（Add More Systems）] を
クリックします。 

8. 「Could not connect to system. Details: No SNMP response」が報告された場合、[接続

（Connection）] タブに移動して、[SNMP コミュニティ名の取得（SNMP Get Community 
Name）] に「public」と入力し、[保存/試行（Save/Try）] をクリックします。 

9. VCS パスワードがデフォルト以外の場合、[接続（Connection）] タブまたは [設定（Settings）] 
> [設定の編集（Edit Settings）] で設定します。 

 
 VCS が TMS で設定されている場合、IP アドレスが正しいか確認します（TMS で [システム

（Systems）] > [ナビゲータ（Navigator）]（および必須サブ フォルダ）に移動し、VCS を選択し

て、[接続（Connection）] タブから、[IP アドレス（IP Address）] フィールドを確認します）。 

 

VCS で、次の手順を実行します。 

1. [外部マネージャ（External Manager）] ページ（[システム（System）] > [外部マネージャ

（External Manager）]）に移動します。[状態（State）] に [アクティブ（Active）] と表示されま

す。 
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付録 3：IP ポートおよびプロトコル 
通常、クラスタ ピア間でファイアウォールを使用することはありませんが、使用する場合、次の IP 
プロトコルおよび IP ポートが、クラスタの各 VCS およびすべての VCS 間でオープンである必要が

あります。 

VCS ピア間のクラスタ通信： 

 PKI（公開キー インフラストラクチャ）キー交換用の UDP ポート 500（ISAKMP） 

 コールに使用される標準 SIP と H.323 のシグナリングおよびメディア ポート（詳細について

は、『X4 to X7 VCS Port Usage for Firewall Traversal』を参照） 

 VCS ピア間の待機幅更新に使用される UDP ポート 1719 

 データベース同期化に使用される IP プロトコル 51（IPSec AH） 

Provisioning Extension モードでの VCS ピアおよび TMS 間のクラスタ通信： 

 TMS（セキュア）の VCS エフェメラル ポートからポート 443 

 TMS の VCS エフェメラル ポートからポート 80 

ポート 443 または 80 はデフォルトの値です。別のポートを使用する場合、TMS IIS および VCS で
設定できることに注意してください。 

Agent Legacy モードでの VCS ピアおよび TMS 間のクラスタ通信： 

 ディレクトリ ルックアップ サービスで使用される TCP ポート 389（LDAP） 

 予約済みの TCP ポート 636（現在使用されていません） 

 FindMe およびプロビジョニング データ同期化レプリケーションに使用される TCP ポート 8989 

 TMS から VCS への FindMe およびプロビジョニング データ同期化管理に使用される TCP ポー

ト 4444 

IPSEC 通信 
VCS クラスタ ピア間での IPSEC： 

 AES256 は暗号化、SHA256（4096 ビット キー長）は認証に使用されます。ピアはその IP アド

レスで識別され、事前共有キーを使用して認証されます。 

 メイン モードは IKE 交換中に使用されます。 

 diffie-hellman グループ「modp4096」が使用されます。 
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付録 4：クラスタリングによる他の VCS アプリ

ケーションへの影響 

Conference Factory（Multiway™） 
 Conference Factory アプリケーション設定はクラスタ間で複製されません。 

 Conference Factory テンプレートは、各 VCS ピアで異なる必要があります。 
 

Multiway をサポートするようにクラスタを設定するには、次の手順を実行します。 

1. 各ピアで同じ Conference Factory エイリアスを設定します（エイリアスは、Multiway 会議を開

始するときにエンドポイントによりコールされます）。 

2. 各ピアで異なる Conference Factory テンプレートを設定します（これにより、各ピアで独自の 
Multiway 会議 ID が生成されます）。 

たとえば、アドホック会議の MCU サービス プレフィックスが 775 の場合、マスター VCS は 
775001%%@domain のテンプレート、ピア 2 は 775002%%@domain のテンプレート、ピア 3 は 
775003%%@domain のテンプレートを使用する場合があります。VCS が会議 ID を提供する場合、

他の VCS と共有する可能性がある会議 ID を提供することはできません。 

これは、ネットワーク間でも同様です。ネットワークで Conference Factory 機能を提供する複数の 
VCS または VCS クラスタがある場合、各 VCS およびすべての VCS は、同じ会議 ID が使用されな

いように、独自の範囲の値を提供する必要があります。 

Microsoft Office Communications Server 2007（OCS）
および Lync Server 2010 
Lync Server が X7.2 VCS クラスタで稼働するように設定されている場合、『Microsoft Lync 2010 
and VCS deployment guide』を参照してください。 

OCS については、『Microsoft OCS 2007, Lync 2010 and VCS deployment guide』を参照してくださ

い。 

VCS クラスタが「OCS/Lync ゲートウェイ」であり、VCS クラスタおよび Microsoft OCS/Lync 
B2BUA をオフにして、OCS リレーを使用する場合、次のような VCS クラスタ パラメータの設定が

必要な場合があります。 

 コール ルーティング モード 

 H.323  SIP インターワーキング モード 

設定が必要な場合、このクラスタ導入ガイドで指定する値ではなく、OCS/Lync 導入ガイドに従って

行います。 
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付録 5：VCS クラスタで機能するようにエンドポ

イントを設定する 
エンドポイントを設定するときに、クラスタのすべての VCS ピアを認識するように設定することを

お勧めします。このように設定することで、初期登録以降で、VCS ピアとの接続が失われた場合、ク

ラスタの別のピアに登録して、使用することができます。 

SIP および H.323 エンドポイントは異なります。ここでは、使用できる方式およびこれらの優先順位

について説明します。 

DNS SRV およびラウンドロビン DNS の詳細については、『VCS Administrator Guide』の URI ダイ

ヤリングに関する項を参照してください。 

また、「付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコード」も参照してください。 

H.323 エンドポイント 
次に、1 つ以上の VCS クラスタ ピアがアクセスできなくなった場合に VCS のクラスタとのエンドポ

イントの接続のレジリエンスを提供するオプションを推奨順にリストします。 選択するオプション

は、使用するエンドポイントがサポートする機能により異なります。 

オプション 1：DNS SRV（推奨） 
このオプションを使用するには、各クラスタ ピアで同じウェイトと優先順位を定義する VCS クラス

タの DNS 名で使用できる DNS SRV レコードが必要です。 

各 H.323 エンドポイントで、[ゲートキーパー設定（Gatekeeper Settings）] を次のように設定しま

す。 

 [検出（Discovery）] = [手動（Manual）] 

 [IP アドレス（IP Address）] = VCS クラスタの DNS 名 

エンドポイントが DNS SRV をサポートする場合、エンドポイントは起動時に DNS SRV 要求を送信

して、各クラスタ ピアで同じウェイトと優先順位を定義する DNS SRV レコードを受け取ります。

フォールバック クラスタを示す下位優先度のエントリのリストを受け取る場合もあります。 

次に、エンドポイントは、関連するクラスタ ピアへの登録を試行します（優先順位とウェイトが考慮

されます）。このピアが使用でいない場合、エンドポイントは、同じ優先順位の別のピアへの登録を

試行します。同じ優先順位のすべてのピアで登録を試行すると、次に優先順位の低い（大きい数字

の）ピアへの登録を試行します。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。VCS に登録すると、VCS は、

VCS クラスタ ピア メンバーのリストを含む H.323 [代替ゲートキーパー（Alternate Gatekeepers）] 
リストに応答します。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

その VCS との接続を失うと、提供されたリストから [代替ゲートキーパー（Alternate 
Gatekeepers）] を選択します。 

DNS SRV キャッシュ タイムアウトは、DNS トラフィックを最小化するために、比較的長時間（た

とえば 24 時間）に設定する必要があります。 
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オプション 2：DNS ラウンドロビン（優先順位第 2 位） 
このオプションを使用するには、IP アドレスのラウンドロビン リストを提供する VCS クラスタの 
DNS 名で使用できる DNS A レコードが必要です。 

各 H.323 エンドポイントで、[ゲートキーパー設定（Gatekeeper Settings）] を次のように設定しま

す。 

 [検出（Discovery）] = [手動（Manual）] 

 [IP アドレス（IP Address）] = VCS クラスタの DNS 名 

エンドポイントが DNS SRV をサポートしない場合、エンドポイントは起動時に、DNS A レコード 
ルックアップを実行します。DNS サーバは、各クラスタ ピア メンバーをラウンドロビン リストに定

義し、ラウンドロビン DNS をサポートするように設定されます。 

エンドポイントは、DNS ルックアップにより提供されたアドレスを使用し、関連するクラスタ ピア

への登録を試行します。そのピアが使用できない場合、エンドポイントは、もう一度 DNS ルック

アップを実行して、提供される新しい VCS ピアへの接続を試行します（DNS サーバは、次のクラス

タ ピアの IP アドレスを提供します）。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。VCS に登録すると、Cisco は、

VCS クラスタ ピア メンバーのリストを含む H.323 [代替ゲートキーパー（Alternate Gatekeepers）] 
リストに応答します。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

接続を失うと、提供されたリストから [代替ゲートキーパー（Alternate Gatekeepers）] を選択しま

す。 

DNS キャッシュ タイムアウトは、比較的短時間（たとえば 1 分未満）に設定する必要があります。

これにより、エンドポイントは、起動時に VCS に到達できない場合、すぐに別の VCS を使用しま

す。 

オプション 3：スタティック IP（優先順位最下位） 
このオプションは、VCS クラスタに DNS 名がない場合に使用します。 

各 H.323 エンドポイントで、[ゲートキーパー設定（Gatekeeper Settings）] を次のように設定しま

す。 

 [検出（Discovery）] = [手動（Manual）] 

 [IP アドレス（IP Address）] = VCS ピアの IP アドレス 

エンドポイントは起動時に、指定された IP アドレスの VCS への登録を試行します。この VCS が使

用できない場合、エンドポイントは、一定の間隔で試行を続けます。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。VCS に登録すると、VCS は、

VCS クラスタ ピア メンバーのリストを含む H.323 [代替ゲートキーパー（Alternate Gatekeepers）] 
リストに応答します。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

接続を失うと、提供されたリストから [代替ゲートキーパー（Alternate Gatekeepers）] を選択しま

す。 
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SIP エンドポイント 
次に、1 つ以上の VCS クラスタ ピアがアクセスできなくなった場合に VCS のクラスタとのエンドポ

イントの接続のレジリエンスを提供するオプションを推奨順にリストします。 選択するオプション

は、使用するエンドポイントがサポートする機能により異なります。 

オプション 1：SIP アウトバウンド（推奨） 
SIP アウトバウンドでは、エンドポイントを複数の VCS ピアに同時に登録できるように設定できま

す。この利点は、エンドポイントとピア間の接続が失われた場合でも、エンドポイントと他のピア間

の接続が残ります。両方のピアに同時に登録しているエンドポイントでは、登録の失敗を別のピアに

登録する前に認識するので、サービスは中断しません。そのため、エンドポイントは到達不能になり

ません。 

SIP アウトバウンドの設定は、エンドポイントにより異なりますが、通常、次のように設定します。 

 プロキシ 1 

• [サーバ検出（Server discovery）] = [手動（Manual）] 

• [サーバ アドレス（Server Address）] = 
 VCS クラスタの DNS 名（DNSSRV 名を使用できる場合） 
 クラスタ ピアの DNS 名 
 クラスタ ピアの IP アドレス 

 プロキシ 2 

• [サーバ検出（Server discovery）] = [手動（Manual）] 

• [サーバ アドレス（Server Address）] = 
 VCS クラスタの DNS 名（DNSSRV 名を使用できる場合） 
 別のクラスタ ピアの DNS 名 
 別のクラスタ ピアの IP アドレス 

 [アウトバウンド（Outbound）] = [オン（On）] 

オプション 2：DNS SRV（優先順位第 2 位） 
このオプションを使用するには、各クラスタ ピアで同じウェイトと優先順位を定義する VCS クラス

タの DNS 名で使用できる DNS SRV レコードが必要です。 

各 SIP エンドポイントで、[SIP 設定（SIP Settings）] を次のように設定します。 

 [サーバ検出（Server discovery）] = [手動（Manual）] 

 [サーバ アドレス（Server Address）] = VCS クラスタの DNS 名 

エンドポイントが DNS SRV をサポートする場合、エンドポイントは起動時に DNS SRV 要求を送信

して、各クラスタ ピアで同じウェイトと優先順位を定義する DNS SRV レコードを受け取ります。

フォールバック クラスタを示す下位優先度のエントリのリストを受け取る場合もあります。  

次に、エンドポイントは、関連するクラスタ ピアへの登録を試行します（優先順位とウェイトが考慮

されます）。このピアが使用でいない場合、エンドポイントは、同じ優先順位の別のピアへの登録を

試行します。同じ優先順位のすべてのピアで登録を試行すると、次に優先順位の低いピアへの登録を

試行します。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

その VCS との接続を失った場合、DNS SRV エントリを使用して、優先順位の高い VCS から、登録

先の新しい VCS を探します。 
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DNS SRV キャッシュ タイムアウトは、DNS トラフィックを最小化するために、比較的長時間（た

とえば 24 時間）に設定する必要があります。 

オプション 3：DNS ラウンドロビン（優先順位第 3 位） 
このオプションを使用するには、IP アドレスのラウンドロビン リストを提供する VCS クラスタの 
DNS 名で使用できる DNS A レコードが必要です。 

各 SIP エンドポイントで、[SIP 設定（SIP Settings）] を次のように設定します。 

 [サーバ検出（Server discovery）] = [手動（Manual）] 

 [サーバ アドレス（Server Address）] = VCS クラスタの DNS 名 

エンドポイントが DNS SRV をサポートしない場合、エンドポイントは起動時に、DNS A レコード 
ルックアップを実行します。DNS サーバは、各クラスタ ピア メンバーをラウンドロビン リストに定

義し、ラウンドロビン DNS をサポートするように設定されます。 

エンドポイントは、DNS ルックアップにより提供されたアドレスを使用し、関連するクラスタ ピア

への登録を試行します。そのアドレスが使用できない場合、エンドポイントは、もう一度 DNS ルッ

クアップを実行して、提供される新しい VCS ピアへの接続を試行します（DNS サーバは、次のクラ

スタ ピアの IP アドレスを提供します）。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

その VCS との接続を失うと、もう一度 DNS ルックアップを実行して、登録先の新しい VCS を探し

ます（DNS サーバは、VCS をラウンドロビン方式で提供します）。 

DNS キャッシュ タイムアウトは、比較的短時間（たとえば 1 分以内）に設定する必要があります。

これにより、エンドポイントは、VCS にアクセスできない場合、すぐに別の VCS を使用します。 

オプション 4：スタティック IP（優先順位最下位） 
このオプションは、VCS クラスタに DNS 名がない場合に使用します。 

各 SIP エンドポイントで、[SIP 設定（SIP Settings）] を次のように設定します。 

 [サーバ検出（Server discovery）] = [手動（Manual）] 

 [サーバ アドレス（Server Address）] = VCS ピアの IP アドレス 

エンドポイントは起動時に、指定された IP アドレスの VCS への登録を試行します。この VCS が使

用できない場合、エンドポイントは、一定の間隔で試行を続けます。 

これは、エンドポイントが VCS に登録できるまで繰り返されます。 

エンドポイントは、最初に登録した VCS を再登録およびコールに使用します。エンドポイントは、

接続を失った場合でも、再びアクセスできるようになるまで、その VCS への登録を試行します。 
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付録 6：トラブルシューティング 

Cisco VCS アラームおよび警告 

「クラスタ名が設定されていません：FindMe またはクラスタリングを使

用する場合、クラスタ名を定義する必要があります。詳細については、

『VCS Administrator Guide』の「Clustering」の項を参照してください

（Cluster name not configured: if FindMe or clustering are in use a 
cluster name must be defined; see the Clustering section of the VCS 
Administrator Guide for more information）」 
同じクラス名が、クラスタの各 VCS で設定されていることを確認します。 

[クラスタ名（Cluster name）] は、たとえば、「cluster1.example.com」など、この Cisco VCS クラ

スタに対応する SRV レコードで使用されるルーティング可能な完全修飾ドメイン名にする必要があ

ります（付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコードを参照）。 

「クラスタ レプリケーション エラー：<エラーの詳細> 設定を手動で同期

化する必要があります（Cluster replication error: <details> manual 
synchronization of configuration is required）」 
次の場合もあります。 

 「クラスタ レプリケーション エラー：設定を手動で同期化する必要があります（Cluster 
replication error: manual synchronization of configuration is required）」 

 「クラスタ レプリケーション エラー：マスターまたはこのスレーブのピアの設定ファイルが見つ

かりません。設定を手動で同期化する必要があります（Cluster replication error: cannot find 
master or this slave’s peer configuration file, manual synchronization of configuration is 
required）」 

 「クラスタ レプリケーション エラー：設定マスター ID に一貫性がありません：設定を手動で同

期化する必要があります（Cluster replication error: configuration master ID is inconsistent, 
manual synchronization of configuration is required）」 

 「クラスタ レプリケーション エラー：このピアの設定がマスターの設定と競合しています。設定

を手動で同期化する必要があります（Cluster replication error: this peer's configuration conflicts 
with the master's configuration, manual synchronization of configuration is required）」 

非マスター VCS でアラーム「クラスタ レプリケーション エラー：<エラーの詳細> 設定の同期化

（Cluster replication error – <details> synchronization of configuration）」が報告された場合： 

その非マスター VCS で、次の手順を実行します。 

 admin として SSH または他の CLI インターフェイスでログインします。コマンド プロンプト

で、次のように入力します。 
xcommand ForceConfigUpdate 

これにより、非マスター VCS 設定が削除され、マスター VCS の設定が強制的に更新されます。 

注意：このコマンドは、マスター VCS の設定が正常な状態である場合だけ使用します。 
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「クラスタ レプリケーション エラー：NTP サーバに到達できません

（Cluster replication error: the NTP server is unreachable）」 
VCS Web ページ [システム（System）] > [時刻（Time）] でアクセス可能な NTP サーバを設定しま

す。 

「クラスタ レプリケーション エラー：ローカル VCS がピアのリストに

ありません（Cluster replication error: the local VCS does not appear 
in the list of peers）」 
マスター VCS でこの VCS のピアのリストを確認および修正して、他のすべての VCS ピアをコピー

します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング（Clustering）]）。 

「クラスタ レプリケーション エラー：アップグレードが進行中のため、

設定の自動レプリケーションが一時的に無効にされています（Cluster 
replication error: automatic replication of configuration has been 
temporarily disabled because an upgrade is in progress）」 
アップグレードが完了するまで待ちます。 

「無効なクラスタリング設定：H.323 モードを有効にする必要がありま

す。クラスタリングはピア間で H.323 通信を使用します（Invalid 
clustering configuration: H.323 mode must be turned On - clustering 
uses H.323 communications between peers）」 
H.323 モードがオンになっていることを確認します（[VCS 設定（VCS configuration）] > [プロトコル

（Protocols）] > [H.323] を確認します）。 

「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデフォルト

の LDAP パスワードが設定されています（Security alert: the TMS 
Agent database has the default LDAP password set）」 
VCS が TMS で管理される場合、TMS で、次の手順を実行します。 

1. [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [TMS エージェント設定（TMS 
Agent Settings）] に移動します。[グローバル（Global）]（すべてのエージェントに適用）セク

ションで、次の手順を実行します。 

a. [TMS エージェント LDAP 設定パスワード（TMS Agent LDAP Configuration Password）] を
設定します。 

b. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）これにより、TMS および TMS で管理されるすべての VCS と TMS エージェントの LDAP 設
定パスワードを設定します。 

VCS が非クラスタ VCS である場合、アラームに関連する [アクション（Action）] リンクの指示に従

います。 
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「セキュリティ アラート：TMS エージェント データベースにデフォルト

のレプリケーション パスワードが設定されています（Security alert: 
the TMS Agent database has the default replication password 
set）」 
VCS が TMS で管理される場合、TMS で、次の手順を実行します。 

1. [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [TMS エージェント設定（TMS 
Agent Settings）] に移動します。[グローバル（Global）]（すべてのエージェントに適用）セク

ションで、次の手順を実行します。 

a. [TMS エージェント LDAP レプリケーション パスワード（TMS Agent LDAP Replication 
Password）] を設定します。 

2. [保存（Save）] をクリックします。 

（注）これにより、TMS および TMS で管理されるすべての VCS と TMS エージェントの LDAP 設
定パスワードを設定します。 

VCS が非クラスタ VCS である場合、アラームに関連する [アクション（Action）] リンクの指示に従

います。 

「VCS データベース障害：シスコのサポート担当者に連絡してください

（VCS database failure: Please contact your Cisco support 
representative）」 
次の手順が役に立ちます。 

1. システム スナップショットを作成し、TAC に提供します。 

2. 「ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除）」を使用して、クラスタから 
VCS を削除します。 

3. その VCS で作成した VCS バックアップを復元して、VCS のデータベースを復元します。 

4. 「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」を使用して、

VCS をクラスタに再追加します。 
 
データベースが復元しない場合、次の 2 番目の方式を使用できます。 

1. システム スナップショットを作成し、TAC に提供します。 

2. 「ライブ VCS の VCS X7.2 クラスタからの削除（完全な削除）」を使用して、クラスタから 
VCS を削除します。 

3. root としてログインして、「clusterdb_destroy_and_purge_data.sh」を実行します。 

4. その VCS で作成した VCS バックアップを復元して、VCS のデータベースを復元します。 

5. 「X7.2 VCS の VCS X7.2 クラスタへの追加（Provisioning Extension モード）」を使用して、

VCS をクラスタに再追加します。 

（注）clusterdb_destroy_and_purge_data.sh は危険ですので、このコマンドは、TAC の指示に

従って使用する必要があります。 
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Cisco TMS 

[TMS エージェント（TMS Agent）] タブがない 
[TMS エージェント（TMS Agent）] タブがない場合、TMS エージェントを TMS で有効にする必要が

あります。この方法の詳細については、『TMS Provisioning deployment guide』を参照してくださ

い。 

Cisco TMS 警告 

TMS クラスタ診断 
TMS クラスタ診断レポートで、VCS ピアの設定が異なる場合、各 VCS の https://<ip 
address>/alternatesconfiguration.xml の出力を比較します。 

これらの違いを手動で確認するには、Unix/Linux システムで、次のコマンドを実行します。 
wget --user=admin --password=<password> --no-check-certificate https://<IP 

or FQDN of VCS>/alternatesconfiguration.xml 

これは、各 VCS ピアで実行し、diff を使用して、違いを確認します。 

Conference Factory テンプレートが複製されない 
これは意図した結果です。Conference Factory %% 値は、クラスタ ピア間で共有されません。

Conference Factory アプリケーション設定は、クラスタで複製されません。 

前述の「Conference Factory（Multiway™）」の項を参照してください。 

VCS の外部マネージャ プロトコルを HTTPS に設定されたままにする 
TMS は、接続システムで特定の管理設定に強制設定できます。たとえば、VCS はフィードバックに 
HTTPS を使用できます。有効にされている場合、TMS は、（TMS で定義されている期間）VCS の 
[システム（System）] > [外部マネージャ（External Manager）] の [プロトコル（Protocol）] を 
[HTTPS] に再設定します。 

HTTPS が、VCS で TMS にフィードバックを提供するために使用する必要がある場合、証明書など

の設定方法の詳細については、「付録 2：VCS の TMS への追加」を参照してください。 

次の場合、TMS は、VCS で HTTPS を強制設定します。 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network 
Settings）]、[TMS サービス（TMS Services）] > [システム上の管理設定の強制（Enforce 
Management Settings on Systems）] が [オン（On）]  
に設定されている 

 [管理ツール（Administrative Tools）] > [設定（Configuration）] > [ネットワーク設定（Network 
Settings）]、[機密保護機能付き専用装置通信（Secure-Only Device Communication）] > [機密保

護機能付き専用装置通信（Secure-Only Device Communication）] が [オン（On）] に設定されて

いる 

TMS で管理設定を強制設定する必要がない場合、[システム上の管理設定の強制（Enforce 
Management Settings on Systems）] を [オフ（Off）] に設定します。 
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VCS で TMS へのフィードバックの提供に HTTPS を使用する必要がない場合（HTTP で十分な場

合）、[機密保護機能付き専用装置通信（Secure-Only Device Communication）] を [オフ（Off）] に
設定します。 

デュアル ネットワーク インターフェイスの Cisco VCS 
Expressway のクラスタが正しく複製されない 
デュアル ネットワーク インターフェイスの Cisco VCS Expressway は、LAN 1 インターフェイスで

のみ複製されるように設定されています。[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）] で指定される [ピア x IP アドレス（Peer x IP Address）] がすべて、LAN インターフェ

イス 1 を示していることを確認します。 

また、複製されるインターフェイス（LAN 1）で NAT が無効にされている必要があります。 

スタティック NAT の Cisco VCS Expressway のクラスタ

が正しく複製されない 
スタティック NAT の Cisco VCS Expressway を使用する場合、クラスタ レプリケーションは、NAT 
デバイスよりも前にある LAN インターフェイスで発生する必要があります。そのため、LAN イン

ターフェイス 1 は、非 NAT インターフェイスでなければならず、[VCS 設定（VCS configuration）] 
> [クラスタリング（Clustering）] で指定される [ピア x IP アドレス（Peer x IP Address）] はすべ

て、LAN インターフェイス 1 を示している必要があります。LAN インターフェイス 2 は、スタ

ティック NAT で設定する必要があります。 
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付録 7：クラスタ名の変更（FindMe アカウント

の保持） 

Provisioning Extension モード 
Provisioning Extension モードを使用する場合、クラスタ名の変更に特別な処理は必要ありません。 

エンドポイントから登録要求を送信するには、クラスタ名が FQDN としてのプロビジョニングの一

部として提供されている FQDN であることを確認します。 

TMS Agent Legacy モード 
クラスタ名は、複製されるデータベースから使用されるデータを指定します。 

前述のクラスタ名に関連付けられているデータを保持するには、次のプロセスを実行しクラスタ名を

変更します。たとえば、新しい VCS クラスタが作成され、FindMe アカウントをマスター VCS から

新しいクラスタに渡す必要がある場合です。 

1. root ログインのコマンド プロンプトで、次のように入力します。 
transferfindmeaccounts <current Cluster name of this VCS> <Cluster name of the 
cluster being created> 

2. [VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング（Clustering）] に移動して、次の手順を実

行します。 

• [クラスタ名（Cluster name）] を <Cluster name of the cluster being created> に設定しま

す。ここで、<Cluster name of the cluster being created> は、たとえば、

「cluster1.example.com」など、この VCS クラスタに対応する SRV レコードで使用される

ルーティング可能な完全修飾ドメイン名です（付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコー

ドを参照）。 

（注） 

 transferfindmeaccounts を複数の VCS で異なる <current Cluster name of this VCS> から同じ 
<Cluster name of the cluster being created> に実行する場合、各 VCS からの FindMe アカウン

トは、新しい <Cluster name of the cluster being created> データベースにマージされます。 

 クラスタ全体が、そのクラスタ名を変更する場合、transferfindmeaccounts は、マスター VCS 
のみで実行する必要があります。 

 VCS クラスタの名前を変更する場合、TMS でマスター VCS を選択して、[クラスタリング

（Clustering）] タブを選択します。「Cluster name has changed」と報告されます。[TMS 内の

クラスターを更新（Update Cluster in TMS）] を選択します。 
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付録 8：クラスタ名および DNS SRV レコード 
DNS SRV を使用してドメインを IP アドレスに変換する場合、次のような多くの利点があります。 

 ルックアップの構造に、サービス タイプとプロトコルおよびドメインが含まれます。これによ

り、共通するドメインを使用して、異なるマシンでホストされる複数の異なるサービスを参照で

きます（たとえば、html、sip、h.323）。 

 DNS SRV 応答に優先順位とウェイト値が含まれます。これにより、サーバのプライマリ、セカ

ンダリ、ターシャリなどのグループを指定できます。また、各優先順位グループ内で、ウェイト

は、各サーバを使用するアクセスの比率を定義します。 

 DNS SRV 応答には、複数のサーバの優先順位およびウェイトの詳細が含まれるため、受信側デ

バイスは、いくつかのサーバにアクセスできない場合、DNS サーバを繰り返しクエリせずに、単

一のルックアップを使用して、インサービス サーバを検索できます（これは、ラウンドロビン 
DNS とは対照的です。ラウンドロビン DNS では、初期サーバにアクセスできない場合、DNS 
サーバのルックアップを繰り返す必要があります）。 

 

次に、DNS SRV クエリの通常のフォーマットを示します。 
 _service._protocol.<fully.qualified.domain> 
 

次に、VCS で使用される sip（RFC 3263）および h.323 の DNS SRV クエリのフォーマットを示し

ます。 
 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._udp.<fully.qualified.domain>  ：ビデオ コールにはお勧めしません。オーディオ専

用コールのみに使用します。 

 _h323ls._udp.<fully.qualified.domain> ：LRQ など udp RAS メッセージングに使用しま

す。 

 _h323cs._tcp.<fully.qualified.domain> ：H.323 コール シグナリングに使用します。 
 

次に、エンドポイントにより通常使用される sip（RFC 3263）および h.323 の DNS SRV クエリの

フォーマットを示します。 
 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._udp.<fully.qualified.domain>  ：ビデオ コールにはお勧めしません。オーディオ専

用コールのみに使用します。 

 _h323ls._udp.<fully.qualified.domain> ：LRQ など udp RAS メッセージングに使用しま

す。 

 _h323cs._tcp.<fully.qualified.domain> ：H.323 コール シグナリングに使用します。 

 _h323rs._udp.<fully.qualified.domain> ：H.323 登録に使用します。 
 

DNS SRV 応答は、次のフォーマットのレコードのセットです。 
 _ service. _ protocol.<fully.qualified.domain>. TTL Class SRV Priority Weight Port Target 
 

ここで、Target は、宛先を定義する A レコードです。 
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（注）UDP は、ビデオの正常なトランスポート メディアではありません。ビデオ システムの SIP 
メッセージングは、サイズが大きすぎるので、パケット ベース（ストリーム ベースではなく）トラ

ンスポートでは実行できません。UDP は、通常、オーディオ専用デバイスに使用されます。 

DNS SRV の詳細については、『Cisco VCS Administrator Guide』および『RFC 2782』を参照してく

ださい。 

VCS の [クラスタ名（Cluster name）]（[VCS 設定（VCS configuration）] > [クラスタリング

（Clustering）] ページ）は、VCS クラスタを示す DNS SRV レコードで指定される 
<fully.qualified.domain> でなければなりません。 

 

例：company.com の VCS Expressway クラスタ（2 ピア）の DNS SRV レコード 

説明： 

 VCS Expressway ピア 1 の FQDN： vcse1.company.com 

 VCS Expressway ピア 2 の FQDN： vcse2.company.com 

 VCS Expressway クラスタの FQDN： company.com 

 
_sips._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 5061 vcse1.company.com. 
_sips._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 5061 vcse2.company.com. 
 
_sip._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 5060 vcse1.company.com. 
_sip._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 5060 vcse2.company.com. 
 
_h323ls._udp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1719 vcse1.company.com. 
_h323ls._udp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1719 vcse2.company.com. 
 
_h323cs._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1720 vcse1.company.com. 
_h323cs._tcp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1720 vcse2.company.com. 
 
_h323rs._udp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1719 vcse1.company.com. 
_h323rs._udp.company.com. 86400 IN SRV 1 1 1719 vcse2.company.com. 

 

（注） 

 優先順位はすべて同じである必要があります。異なる優先順位を使用するのは、異なるクラスタ

により、プライマリ クラスタから別の（セカンダリ）クラスタへのフェールオーバーを許可す

る場合だけです。 
この場合、プライマリ クラスタのピアの値と、他の（セカンダリ）クラスタのピアの値（プラ

イマリより大きい値）が必要です。 

 各ピアが均等に使用されるように、ウェイトは同じである必要があります。 

SIP DNS SRV をサポートするエンドポイント 
4.0 よりも前の Movi バージョンでのサポート： 
 _sip._tls.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

4.0 以降の Movi バージョンでのサポート： 
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 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

E20 バージョン TE2.1 でのサポート： 
 _sips._tls.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

MXP バージョン F8.2 でのサポート： 
 _sip._tls.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

T150 バージョン L6.0 でのサポート： 
 _sip._tls.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

TC4.0 よりも前の C-Series バージョンでのサポート： 
 _sip._tls.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

C-Series バージョン TC4.0 以降でのサポート： 
 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

Cisco TelePresence MCU でのサポート： 
 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> 
 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> 
 

必要な SIP DNS SRV レコード： 

 _sips._tcp.<fully.qualified.domain> Movi（4.0 以降）、C-Series（TC4.0 以降）、VCS、MCU 

 _sips._tls.<fully.qualified.domain> E20 から TE2.1 

 _sip._tls.<fully.qualified.domain> MXP から F8.2、T150 から L6.0、4.0 よりも前の Movi、
TC4.0 よりも前の C 

 _sip._tcp.<fully.qualified.domain> TCP のすべての製品 
 

（注） 

 UDP は、ビデオの正常なトランスポート メディアではありません。ビデオ システムの SIP 
メッセージングは、サイズが大きすぎるので、パケット ベース（ストリーム ベースではなく）

トランスポートでは実行できません。 UDP は、通常、オーディオ専用デバイスに使用されま

す。 

 _sip._tls,<fully.qualified.domain> は、Microsoft OCS Edge サーバで使用される SRV レコードで

す。 
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.SRV レコードの検索 

DNS SRV 設定の Web ブラウザ チェック 
[メンテナンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [ネットワーク ユーティリティ（Network 
utilities）] > [DNS ルックアップ（DNS lookup）] に移動します。 

 

[ホスト（Host）] フィールドに SRV パスを入力して、[ルックアップ（Lookup）] をクリックしま

す。 

Nslookup 
 
nslookup -query=SRV _sip._tcp.example.com 

Dig 
 
dig _sip._tcp.example.com SRV 

 

; <<>> DiG 9.4.1 <<>> _sip._tcp.example.com SRV 

;; global options:  printcmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44952 

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 4 

 

;; QUESTION SECTION: 

;_sip._tcp.example.com.         IN      SRV 

 

;; ANSWER SECTION: 

_sip._tcp.example.com. 1183     IN   SRV     1 0 5060 sbc1.example.com. 

_sip._tcp.example.com. 1183     IN   SRV     1 0 5060 sbc2.example.com. 

 

;; AUTHORITY SECTION: 

example.com.           87450    IN      NS      ns1.mydyndns.org. 

example.com.           87450    IN      NS      ns2.mydyndns.org. 

 

;; ADDITIONAL SECTION: 

sbc1.example.com.      1536     IN      A       194.73.59.53 
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sbc2.example.com.      1376     IN      A       194.73.59.54 

ns1.mydyndns.org.        75     IN      A       204.13.248.76 

ns2.mydyndns.org.     10037     IN      A       204.13.249.76 

 

;; Query time: 0 msec 

;; SERVER: 10.44.8.11#53(10.44.8.11) 

;; WHEN: Mon Jul 26 11:09:59 2010 

;; MSG SIZE  rcvd: 243 

 

~ # 
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付録 9：NAPTR レコード 
NAPTR レコードは、通常、電子メール、SIP、H.323 など、宛先 URI へのさまざまな接続方式を指

定するときに使用されます。また、たとえば、SIP tcp または SIP udp より SIP tls を優先するなど、

接続タイプに使用する優先順位を指定するときにも使用されます。 

NAPTR レコードは、電話番号をダイヤル可能 URI に変換するときに、ENUM で使用されます 

（ENUM の詳細については、『ENUM dialing on VCS deployment guide』（資料番号 D14465）を参

照してください）。 

E20 ビデオ エンドポイントは、NAPTR レコードを使用して、プライベート ネットワーク内にあるか

（内部ネットワークのプロビジョニング データを要求）、パブリック インターネット外にあるか（パ

ブリック ネットワークのデバイスのプロビジョニング データを要求するかどうか）を識別します。

フラグ「s」は、「se」に拡張され、「外部」である E20 を示します 

（詳細については、『Cisco TMS Provisioning Deployment Guide』（資料番号 D14368）を参照して

ください）。 

NAPTR レコード フォーマット 
例：example.com への SIP アクセス、および 557120、557121、557122 の ENUM ルックアップ 
 
$ORIGIN example.com. 
IN NAPTR 10 100 "s" "SIPS+D2T" "" _sips._tcp.example.com. 

IN NAPTR  12 100 "s" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.example.com. 

IN NAPTR 14 100 "s" "SIP+D2U" "" _sip._udp.example.com. 
 

$ORIGIN www.example.com. 
IN NAPTR 10 100 "s" "http+I2R" "" _http._tcp.example.com. 

IN NAPTR  10 100 "s" "ftp+I2R" "" _ftp._tcp.example.com. 
 

$ORIGIN 0.2.1.7.5.5.enum.lookup.com. 
IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+sip" "!^.*$!john.smith@tandberg.com!" . 

IN NAPTR  12 100 "u" "E2U+h323" "!^.*$!john.smith@tandberg.com!"  . 

IN NAPTR  10 100 "u" "mailto+E2U" "!^.*$!mailto:john.smith@tandberg.com!"  . 
 

$ORIGIN 1.2.1.7.5.5.enum.lookup.com. 
IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+sip" "!^.*$!mary.jones@tandberg.com!"  . 
 

$ORIGIN 2.2.1.7.5.5.enum.lookup.com. 
IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+h323" "!^.*$!peter.archibald@myco.com!"  . 
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IN = Internet routing 

 NAPTR = record type 

  10 = order value（use lowest order value first) 

   100 = preference value if multiple entries have the same order value 

    "u" = the result is a routable URI 

    "s" = the result is a DNS SRV record 

    "a" = the result is an ‘A’or ‘AAAA’ record 

     "E2U+sip" to make SIP call 
     "E2U+h323" to make h.323 call 

       Regular expression: 

       ! = delimiter 
       "" = no expression used 

       … usual Regex expressions can be used 

        Replace field; . = not used 

NAPTR レコードの検索 

ENUM NAPTR レコードの検索  
 
dig 4.3.7.8.enum4.example.com. NAPTR 
  
; <<>> ;; global options:  printcmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38428 
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 

  

;; QUESTION SECTION: 
;4.3.7.8.enum4.example.com. IN   NAPTR 

  

;; ANSWER SECTION: 
4.3.7.8.enum4.example.com. 60 IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+sip" "!^.*$!steve.hight@example.com!" . 
4.3.7.8.enum4.example.com. 60 IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+h323" 
"!^.*$!steve.hight@example.com!" . 

  

;; AUTHORITY SECTION: 
enum4.example.com. 60    IN      NS      int-server1.example.com. 

  

;; ADDITIONAL SECTION: 
int-server1.example.com. 3600 IN A       10.44.9.144 
int-server1.example.com. 3600 IN AAAA    3ffe:80ee:3706::9:144 

  

;; Query time: 0 msec 
;; SERVER: 10.44.8.11#53(10.44.8.11) 
;; WHEN: Tue Jul 13 16:51:41 2010 
;; MSG SIZE  rcvd: 251 

  

# 
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ドメイン NAPTR レコードの検索 
例：パブリック（外部）ネットワークにあることを e20 エンドポイントが検出できるようにする 
NAPTR レコード 
 
~ # dig -t NAPTR example.com 
 
; <<>> DiG 9.4.1 <<>> -t NAPTR example.com 
;; global options:  printcmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1895 
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 6, ADDITIONAL: 4 

  

;; QUESTION SECTION: 
;example.com.                     IN      NAPTR 

  

;; ANSWER SECTION: 
example.com.              2      IN   NAPTR   50 50 "se" "SIPS+D2T" "" _sips._tcp.example.com. 
example.com.              2      IN   NAPTR   90 50 "se" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.example.com. 
example.com.              2      IN   NAPTR   100 50 "se" "SIP+D2U" "" _sip._udp.example.com. 

  

;; AUTHORITY SECTION: 
example.com.              320069 IN      NS      nserver2.example.com. 
example.com.              320069 IN      NS      nserver.euro.example.com. 
example.com.              320069 IN      NS      nserver.example.com. 
example.com.              320069 IN      NS      nserver3.example.com. 
example.com.              320069 IN      NS      nserver4.example.com. 
example.com.              320069 IN      NS      nserver.asia.example.com. 

  

;; ADDITIONAL SECTION: 
nserver.example.com.      56190   IN      A       17.111.10.50 
nserver2.example.com.     57247   IN      A       17.111.10.59 
nserver3.example.com.     57581   IN      A       17.22.14.50 
nserver4.example.com.     57452   IN      A       17.22.14.59 

  

;; Query time: 11 msec 
;; SERVER: 10.44.8.11#53(10.44.8.11) 
;; WHEN: Tue Jul 13 17:08:40 2010 
;; MSG SIZE  rcvd: 385 

  

~ # 
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マニュアルの変更履歴 
次の表に、本書に適用された変更点を示します。 
 

リビジョ

ン 
日付 説明 

1 2009 年 12 月まで 旧バージョンの Cisco VCS のリリース。 

2 2009 年 12 月 VCS X5 の更新。 

3 2010 年 5 月 VCS X5.1.1 および TMS 12.6 の更新。 

4 2010 年 8 月 VCS X5.2 の更新。 
以前の付録 12（debian パッケージのアップグレード：X5.1.1 で必要な

場合のみ）を新しい付録 12：NAPTR レコードの概要に変更。 

5 2010 年 10 月 新しいドキュメント スタイルを適用。 

6 2010 年 12 月 VCS X6 の更新。 

7 2011 年 2 月 本書が VCS X6.0 のみ、および TMS 12.6 以降用であることを明記。 

8 2011 年 5 月 VCS X6.1 の更新。 

9 2011 年 8 月 VCS X7.0 の更新。 

10 2011 年 9 月 付録 3 の更新：IP ポートおよびプロトコル番号。 

11 2011 年 10 月 VCS X7.0.n の更新。 

12 2012 年 1 月 さまざまなマイナー リビジョンおよび説明の適用。 

13 2012 年 3 月 VCS X7.1 の更新。 

14 2012 年 8 月 VCS X7.2 の更新。 
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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに

記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保

証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付さ

れていない場合には、代理店にご連絡ください。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, 
Berkeley（UCB）as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, 
Regents of the University of California.  

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状

のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しな

いことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示され

た一切の保証の責任を負わないものとします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益

の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコま

たはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。 

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of 
Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their 
respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other 
company.（1005R) 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マ

ニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。

説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるもの

です。 

© 2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

 

http://www.cisco.com/go/trademarks
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