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概要

この資料は予想外問題を避けるために Cisco Meeting Server （CMS）をアップグレードするよう
に推薦されるステップを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

CMS サーバ配置および設定。●

統合 VMware 伸縮性がある空 X （ESXI）。●

https://software.cisco.com/download/home/286309710 からの必須 ソフトウェア ソフトウエ
ア パッケージ。

●

Secure File Transfer Protocol（SFTP）●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

CMS サーバ 2.5.1。●

パテか同じようなアプリケーション。●

WinSCP （または同じようなアプリケーション）。●

注: このプロシージャは 2.0 から 2.6 まで CMS のすべてのバージョンに適用されます。

https://software.cisco.com/download/home/286309710


本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

の前に注意されるべきキー ポイントはアップグレードを続行します。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-
list.html でリリース ノートのバージョンのための互換性を検証して下さい。

●

コピーを cms.lic ファイル確認すれば（必要なら）バックアップと共に証明書はロールバック
プロセスで、それらのファイル上書きされます。 .JSON ファイルは上書きされないし、再ア
ップロードされる必要はありません。

●

この資料で説明されるプロセスはクラスタのすべての CMS ノードのため同じです。●

設定

アップグレード

ステップ 1. CMS 設定のバックアップを奪取 して下さい。

CMS サーバ Command Line Interface （CLI）にログインにパテを使用して下さい。1.
コマンド バックアップ スナップショット <filename> を実行して下さい。2.

ポート 22 の SFTP によって CMS サーバにログインに winSCP を使用して下さい。3.
安全な場所に作成されるバックアップ ファイルをダウンロードして下さい。4.
この資料で示されている例では backup.bak。5.

ステップ 2.サーバをアップグレードして下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html


ダウンロードされたソフトウエアパッケージ ZIP ファイルを抽出して下さい。1.
抽出されたファイルは upgrade.img と呼ぶ必要があります。2.
ポート 22 の SFTP を使用して CMS サーバにログインに WinSCP （か同じようなアプリケ
ーションを）使用して下さい。

3.

サーバに upgrade.img ファイルをアップロードして下さい。4.

CMS サーバ CLI にログインにパテを使用して下さい。5.
コマンド アップグレードを実行して下さい。6.
CMS が確認を頼むとき大文字 Y を入力するために確認して下さい。7.

注: CMS がクラスタ化されたらアップグレードをすべてのコア サーバ一つずつ確認して下
さい。 非データベース サーバ、スレーブ データベースサーバによって続かれて、およびマ
スター データベースサーバ最後から最初に開始して下さい。 CMS アップグレードが、すべ
てのサーバのコマンド データベース クラスタ ステータスを実行した後。 すべてのデータ
ベースサーバが接続され、同期していたら、現在のマスター データベースサーバにナビゲ
ートし、コマンド データベース クラスタ upgrade_schema を実行して下さい。

ダウングレード

ステップ 1.サーバをダウングレード。

正確アップグレードのための同じプロセスに古いバージョンに戻ってダウングレードために
従って下さい。

1.

CMS サーバがダウングレード、CMS サーバ CLI へのログイン。2.
コマンド factory_reset アプリケーションを実行し、ファクトリ リセットからリブートする
ために CMS サーバを待って下さい。

3.

注意： ファクトリ reset コマンドは CMS 設定を、それです以前のコンフィギュレーション
を復元するためにバックアップを奪取 して重要削除します。 注意することは重要それです
バックアップが奪取 された CMS バージョンが CMS がダウングレード CMS バージョンと
、一致する必要がある。



ステップ 3.ロールバック設定。

システムがもどって来れば、CMS サーバ CLI へのログイン。1.
アップグレードの前に奪取 される バックアップを戻すためにコマンド バックアップ ロール
バック <name> を実行して下さい。

2.

この資料で示されている例ではロールバック backup.bak をバックアップして下さい3.

注: 拡張可能なメッセージングおよび存在プロトコル（XMPP）クラスタが使用されれば、
次のリンクに再度クラスタ化するためにナビゲートします再クラスタ化する必要があります
: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-
configure-xmpp-resiliency.html

注意： バックアップ rollback コマンドはシステムの現在のコンフィギュレーション、また
license.dat ファイル、証明書およびプライベート キー上書きし、CMS をリブートします。
従ってそれは慎重に使用する必要があります。 彼らがバックアップ ロールバック プロセス
で上書きされるので、コピーを既存の cms.licfile および証明書の前に確認して下さい。
.JSON ファイルは上書きされないし、再アップロードされる必要はありません。

確認

CMS サーバ CLI へのログイン。1.
コマンド バージョンを実行して下さい。2.
CMS をあります ciorrect バージョンに検証して下さい。3.

Aditionally は Webインターフェイスでこれ検証することができます。4.
ステータス > 概要への移動。5.

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-configure-xmpp-resiliency.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-configure-xmpp-resiliency.html
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