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概要

この資料に SQL サーバから他へ TMS SQL データベースを移行する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

TMS （Cisco TelePresence Management Suite（TMS））●

TMS ツール●

SQL サーバ●

SQL サーバ 管理スタジオ ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

TMS 15.3●

SQL サーバ 2012●

SQL サーバ 管理スタジオ ●

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

TMS サーバに Console/RDP アクセスおよび sysadmin サーバー ロールの SQL アカウント クレ
デンシャルを必要とします。 プロセスは最低 1 時間ダウンタイムを奪取 します。

設定 

正常に SQL サーバから他へ TMS SQL データベースを移行するためにステップに従って下さい。

ネットワーク図

次のイメージはマイグレーション プロセスの例を提供します:

ステップ 1. IIS および WWW を含む TMS アプリケーション サービスを、停止して
下さい 

見つけ、サービスを停止するため、TMS サーバにコンソールか RDP 接続によってアクセスし、
コマンド services.msc を CommandPropmpt で実行するため。 サービスのリストの中では、物を
下記に見つけ、全部をそれを停止するために、右クリックして下さい:

TMSDatabaseScannerService●

TMSLiveService●

TMSPLCMDirectoryService●

TMSSchedulerService●

TMSServerDiagnosticsService●

TMSSnmpService●

ワールドワイドウェブパブリッシングサービス（W3SVC）●

IISADMIN （オプションの）●



注意： 更に移動する前に、要求されたサービス全員が停止するようにして下さい。 

ステップ 2.既存の SQL サーバからの TMSNG データベースのバックアップを奪取
して下さい 

電流 SQL データベースのバックアップを作成するためにプロシージャに従って下さい。

sa 資格情報が付いている SQL サーバ 管理スタジオへの 1.Login （または、データベースに
 sysadmin アクセスがある）資格情報を使用して下さい。

2. タスク > バックアップを選択するためにバックアップ（たとえば tmsng、tmspe）およびそれ
の右クリックを作成したいと思うデータベースを見つけて下さい。

3. New ウィンドウは開きます。 既存のパスを削除し、新しいバックアップ・ファイルが保存さ
れる新しいパスを追加して下さい。 バックアップの種類は十分にとして設定 する必要があります
。

ボタンを既存のパスを削除するために取除きますクリックして下さい ●



新しいバックアップ・ファイルのための新しいパスを追加するために Add ボタンをクリック
して下さい

●

       

新しい場所にナビゲート し、ファイル名の名前を入力して下さい。 『OK』 をクリック して
下さい

●



新しいメッセージはバックアップが正常に完了すればポップアップします●



4. TMSPE （オプションの）のデータベースのための同じプロセスに従って下さい。

ステップ 3.新しい SQL サーバにバックアップを復元する 

データベースのバックアップを新しい SQL サーバに加えるために、下記のプロシージャを行って
下さい。

注意： TMS サーバおよび新しい SQL サーバが設定される同じ時間（タイムゾーン）があ
ることを確認して下さい。

1.データベースの SQL サーバ 管理スタジオおよび右クリックを開いて下さい。 データベースを
『Restore』 を選択 すれば New ウィンドウは開きます。



2. ソースデバイスを選択して下さい。 ボタンを Device フィールドの右へクリックし、新しいの
でポップアップしますウィンドウを『Add』 をクリック して下さい。 フォルダおよびバックア
ップ・ファイルを選択し、次に『OK』 をクリック して下さい。

ステップ 4.古い SQL サーバから新しい SQL サーバに接続 設定を変更して下さい 

1. コンソールか RDP 接続を使用して TMS サーバにアクセスして下さい。

2. TMS ツールを開き、設定 > Cisco TMS データベース接続にナビゲート して下さい。



3. フィールド データベースサーバ\例で SQL サーバのための新しい接続 詳細を入力して下さい。

古い SQL サーバの接続詳細の変更の前の例●

新しい SQL サーバへの接続詳細の変更の後の例●

ステップ 5.ステップ 1 で先に停止したサービス全員を開始して下さい、

見つけ、サービスを開始するため、TMS サーバにコンソールか RDP 接続によってアクセスし、
コマンド services.mscin を実行するため CommandPrompt。 サービスのリストの中では、物を下
記に見つけ、全部をそれを開始するために、右クリックして下さい:

TMSDatabaseScannerService●

TMSLiveService●



TMSPLCMDirectoryService●

TMSSchedulerService●

TMSServerDiagnosticsService●

TMSSnmpService●

ワールドワイドウェブパブリッシングサービス（W3SVC）●

IISADMIN （オプションの） ●

確認

新しい SQL サーバを反映する接続詳細の正常な変更の後でメッセージが「TMS データベース接
続設定グリーンで」問題なく変更されるが表示されます。

新しい SQL サーバ 情報、ナビゲートを GUI > 管理ツール > TMS サーバ メンテナンス TMS Web
に見、セクション データベース ファイルおよびサイズ情報を拡張するため。 



トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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