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概要

この資料は Cisco Unified Communications Manager （CUCM）で 10.5.2 およびより高いリリー
ス導入されている Touchless Virtual Machine （VM）インストール機能を説明していたものです
。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

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。

CUCM/Cisco Unity Connection （CUC）/インスタント メッセージ及び存在（バージョン
10.5.2 および それ 以上のためのブート可能なイメージのための IM&P）

●

UC 10.5.2 のための開いた仮想化 アーカイブ（OVUM）。●

応答ファイル ジェネレーター（AFG）ツールの出力で生成される仮想 なフロッピー イメー
ジ。 

●

AFG ツールで仮想 なフロッピー イメージを生成するプロシージャは次のリンクで文書化されて
います。この Webサイトは Windows、Mac OS X および Linux のような複数のクライアント プ
ラットフォームに手順を提供します。

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

http://docwiki.cisco.com/wiki/How_to_Use_the_AFG_with_the_Virtual_Floppy_Drive


設定

フロッピー イメージ ファイルを生成するのに AFG ツールを使用して下さい。 このフロッピー
イメージは CUCM パブリッシャのための platformConfig.xml ファイルおよび
 clusterConfig.xmlfile および CUCM サブスクライバ、IMP パブリッシャ及び IMP サブスクライバ
を含む他のすべてのノードのための platformConfig.xmlfile だけ含まれています。

インストールはマウントされるフロッピー イメージおよび起動可能な ISO の VM ノードを起動
することから開始します。 Touchless VM インストール手順を使用する、スタンドアロン ノード
のインストールまたはクラスタ インストールの間に手動操作の介入が必要となりません。

この機能を使うと、全体のクラスタ インストールは同時に開始することができます。 サブスクラ
イバはパブリッシャ インストールがそれでも進行中なら来るためにオンライン パブリッシャを待
たなければなりません。 パブリッシャ インストールの完了で、待っているサブスクライバはサー
バテーブルに追加されます。 サブスクライバがパブリッシャに追加されれば、サブスクライバは
インストールを続行できます。

クラスタ マネージャ（clm）および成り上がりサービスの集合的な調整はパブリッシャ および サ
ブスクライバ間のこの情報交換を可能にします。 この簡単クラスタ インストールを AFG ツール
を使用して生成されるあらかじめ定義されたクラスタ設定によって達成することができます。 こ
れでは、パブリッシャは clusterConfig.xml ファイルからの Subscriber ノードについての完全情報
があります。 パブリッシャはパブリッシャのインストールに成功した後 processnode/アプリケー
ション 表にこれらのノードを追加するのにこの情報を使用します。

続行する前に、追加された新しい 機能があることメモを作って下さい。 それはダイナミック ク
ラスタ設定です。

新しい サブスクライバ ノードはパブリッシャのサーバテーブルにオンライン来、パブリッ
シャと認証することを試みるとき自動的に追加されます。 起こるこれのためにダイナミッ
ク クラスタ設定は最初に有効に する必要があります。

1.

これは AFG ツールまたは Command Line Interface （CLI）によって有効に することができ
ます。

2.

このフレームワークによって、パブリッシャのサーバページのサブスクライバの詳細を追加
しなければ手動でならないために必要としません。

3.

この機能のある一部として、AFG ツールからの platformConfig.xml ファイルおよび
clusterConfig.xmlfile を生成できる必要があります。 また、使用 specifythe DynamicCluster 設定
タイマー値にできるおよび prebuilt clusterConfig.xmlfile を提供して下さい。 ダイナミック クラ
スタ設定が使用される場合、ダイナミック クラスタ設定のタイムアウト値の詳細を追加できる必
要があります。

パブリッシャの platformconfig.xml ファイルのダイナミック クラスタ設定 タイマー値を検出でき
ます:

<PostInstallAutoRegister>

  <ParamNameText>

    Number of Seconds to Enable Auto Register Post-Install on Pub

  </ParamNameText>

  <ParamDefaultValue>0</ParamDefaultValue>

   <ParamValue>1000</ParamValue>
</PostInstallAutoRegister>

ファイルが作成されるとすぐ、ファイルが作成されることを示す成り上がりイベントは送信 され



ます。 イベントの受信で、成り上がりイベントを受信している成り上がりサービスはこのタイマ
ーでクラスタ マネージャを設定します。

たとえば、タイマーが 10 時間に設定されれば、CUCM Subsriber ノードは CUCM パブリッシャ
のためのプロセス ノードに時間が時点パブリッシャからなるオンラインに稼働しているまで追加
されます。 Subscriber ノードは hours> コマンドの一定ネットワーク クラスタ サブスクライバ
ダイナミック クラスタ設定 <number の使用によって後日追加することができます:

 値は次のとおりです。      

hours> の <number - 1 から 24 間の値はあります

デフォルトは 24 時間に-ダイナミック クラスタ設定 vaule を設定 します

有効に されたとき、提示ネットワーク cluster コマンドは次の出力を与えます:

admin:show network cluster

10.106.61.120 CUCMPUB  Publisher callmanager DBPub authenticated

10.106.61.121 CUCMSUB  Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28

17:59:21 2014

10.106.61.122 CUCMSUB1  Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28

18:06:41 2014

Server Table (processnode) Entries

----------------------------------

CUCMPUB

10.106.61.121

10.106.61.122

Dynamic Cluster Configuration is enabled for 23 Hours 59 Minutes.

注: 従って platformconfig.xmlfile と共に clusterconfig.xml ファイル、CUCM パブへのノード
autoregister、および関係がない立場の上で disucssed タイマーの使用。 タイマーはパブリ
ッシャ サーバの platformconfig.xml ファイルを使用しているかところにだけ CUCM パブと
同様に役立ちます、クラスタの他のすべてのノードにこの場合気づいていないです。

このシナリオでは、両方のメソッドを使用して 3 ノード クラスタ（パブリッシャ CUCMPUB お
よび 2 人のサブスクライバ CUCMSUB および CUCMSUB1）を構築しようとしています。

2 人の CUCM サブスクライバから、clusterconfig.xml ファイルによって CUCMSUB、および自動
登録プロセスを使用して CUCMSUB1 をインストールして下さい。

3 つのファイルは作成されます:

プライマリ ノード CUCMPUB のための Platformconfig.xml ファイル1.
セカンダリ ノード CUCMSUB のための Platformconfig.xml ファイル2.
Clusterconfig.xml ファイルに全体のクラスタのための詳細があります。 platformconfig.xml
に類似した、それはクラスタですべてのデバイスのためのホスト名、IP アドレス、ドメイン
、ロールおよび使用 に 関する 詳細のリストが含まれています。

3.

このシナリオでは、CUCMSUB1 を自動登録によってインストールされるのに使用しているので
ものに上で類似したである生成し、新しい platformconfig.xmlfor と共にパブリッシャのための
 platformconfig.xml ファイルが CUCMSUB1 あります別の AFG ファイルを。

以下の図に、出力例を示します。



パブリッシャからの clusterconfig.xml ファイル、およびすべてのサーバからの
 platformconfig.xmlfile があれば、それは同じのフロッピー イメージを作る時間です。

パブリッシャに関しては

ダイナミック クラスタ config オプションを使用するのを好む場合パブリッシャの
clusterconfig.xml ファイルおよび platformconfig.xmlfile の両方結合によってフロッピー イメージ
を生成するために必要となります。 両方のファイルをパブリッシャとない他のどのサーバのため
にだけ結合することが必要となります。 サブスクライバの場合、それぞれ platformconfig.xmlfiles
だけ使用できます。

VM 配備



フロッピー イメージを生成してもらえばそれは CD （.iso ブート可能なイメージと）、またフロ
ッピードライブをマウントする時間です（先に生成した） .flp イメージと。

このイメージは CD をマウントする方法を示します:

このイメージはフロッピードライブをマウントする方法を示します:



VM マシンが CD-ROM から起動するために設定されるようにする必要があります。 そうでなか
ったら、同じを許可するために BIOS 設定を修正できます。 VM に動力を与えて下さい。 このス
テージから、手動操作の介入が必要とならないし、すべてのサーバはインストールする必要があ
ります。 このシナリオでは、ダイナミック 自動設定をディセーブルにしたので、以降を示されて
いるタイマーを手動で設定して下さい。

VM が動力を与えられたら、それはメディアをテストするか、または続けるように頼むか前ブー
ト ステージ プロセスを始めます。

このイメージはメディア テストウィンドウを示します:



CUCM サーバはこの前ブート フェーズの間に clusterconfig.xml ファイルおよび
platformconfig.xmlfile を探します。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

CUCMPUB のインストール ログから、それがファイルを見つけられたらかどうか表示できます
。 この例では、

   platformconfig.xm l ファイル

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for platformConfig.xml...|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Find a platformConfig.xml file|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda |Found platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
  clusterconfig.xml ファイル

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/platformConfig.xml to

/tmp/platformConfig.xml|<LVL::Debug>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml...|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Find a clusterConfig.xml file|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda| Found clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/clusterConfig.xml to

/tmp/clusterConfig.xml|<LVL::Debug>

他の 2 人のサブスクライバについてはログの同じようなメッセージが表示されます。

前ブート フェーズが終われば、サーバの 2 つは後ブート フェーズから開始します。

このイメージは後ブート フェーズを示します:



CUCM パブリッシャがインストールされていないので、それがパブリッシャのプロセス ノード
表のエントリを検出することができないので、時間のサブスクライバ停止のインストールこの時
点で。 touchless のためにそれを述べる警告はインストールします、これです正常、がパブリッ
シャ installs.take 操作 accrodingly 修正されませんでした。 インストールは示されていてこのイ
メージがように自動的に再開します。

CUCM パブリッシャがインストールされていれば、成り上がりイベントはインストールが完了す
ること知らせるために送信 されます。 Processnode ファイルは作成され、ノードが
clusterconfig.xmlfile にその当時あるものを見るためにパブリッシャの clusterconfig.xml ファイル
を、探します。 この場合それは 1 つの More ノードを見つけ、データベースのそのノードを追加
します。 サーバ CUCMSUB1 のために、使用します自動登録プロセスのために覚えていれば、詳
細はパブリッシャの clusterconfig.xmlfile にありません。

インストール ログのイベントは示されています。

Nov 28 16:44:37 CUCMPUB local7 6 Cisco: Database Layer Monitor: DBNotify SDI Initialization

successful

Nov 28 16:44:37 CUCMPUB user 6 ilog_impl: emitted platform-event (--no-wait platform-system-

processnode-created)

CUCM パブリッシャが icl_state と呼ばれる、完了されるように状態を示しますデータベースにノ



ードを追加すれば、clusterconfig.xml ファイルに新しいセクションがあり。 CUCM パブリッシャ
が数時間全面的なインストールの間に clusterconfig.xml ファイルを検知 する必要があると同時に
これが必要となります。 状態が完了されるとしてマークされる場合、どのノードがインストール
を完了したか確認します。

一方で、CUCMSUB のクラスタ マネージャはまだ、けれども完全にオンライン CUCM パブリッ
シャをポーリングすることを試みます。 パブリッシャがまだインストールされていないので、
ClusterManager ログに示すようにエラーを受け取ります:

09:48:53.054 |tcp connection closed to 10.106.61.120, back to initiator state

09:48:53.054 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB --

op=delete

09:48:53.509 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500

09:48:53.509 | tcp recv error: Connection refused.09:49:15.773 |tcp connection closed to
10.106.61.120, back to initiator state

09:49:15.773 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB --

op=delete

09:49:16.223 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500

09:49:16.223 | tcp recv error: Connection refused.
この場合パブリッシャ インストールが完了し、processnode ファイルが作成されれば、
clusterconfig.xml ファイルを参照し、他のノード（CUCMSUB）を追加します。 ノードがデータ
ベースに追加され、成り上がりイベントが CUCMPUB および CUCMSUB に送られるとすぐ。

CUCMSUB のクラスタ マネージャは CUCMPUB からポリシーによってインジェクトされる状態
を受け取ります。 成り上がりイベントは CUCMPUB およびポリシーによってインジェクトされ
る状態のホスト名と送信 されます。 CUCMSUB は他のすべてのサーバからメッシュ トポロジー
を他のサーバで作成するために成り上がりイベントを受け取りますが、パブリッシャがオンライ
ンのときそれとして CUCMPUB のホスト名と再開するインストールを受け取る成り上がりイベ
ントにより興味があります。 成り上がりサービスが成り上がりイベントを受け取れば、Install ウ
ィザードにキル シグナルを送ります。 これは revalidate に platformconfig.xml ファイルを試み、
次々と CUCMPUB から接続 検証を始めます。 パブリッシャが現在利用できるので、検証は成功
し、インストールは続きます。

CUCMSUB1 インストールに関してはサーバがパブリッシャの processnode に追加される他のど
の値にもダイナミック クラスタ設定値を、そう修正するために必要となります。 この例では、1
時間に同じを修正しました。

ネットワーク クラスタ サブスクライバ ダイナミック クラスタ設定 1 コマンドを設定 して下さい
。

上のコマンドが適用すれば、CUCMPUB accpets CUCMSUB1 からのノード register 要求。 上の
コマンドが設定されない場合、CUCMSUB1 はパブリッシャに連絡することを試みるとき値が 0
なら自動 reg タイマーのパブリッシャ外観、clusterconfig.xml、また processnode 表のノードを
追加しません。

CUCMPUB が CUCMSUB1 によってが接触すれば、CUCMSUB1(10.106.61.122) からのソケット
接続を許可し、clusterconfig.xml ファイルにサブスクライバーのデータを追加します。 

パブリッシャの clusterManager ログから、このイベントは saveClusterSubscriberNodeData とし
て印刷されます。

16:56:19.455 |accepted client IP(10.106.61.122), socket(10):

16:56:24.489 | saveClusterSubscriberNodeData api, hostname=CUCMSUB1, peerdat=icl_master=no



icl_clustered=yes icl_deployment=callmanager icl_active_version=10.5.2.10000-2

icl_inactive_version=0.0.0.0000-0000 icl_active_unrest=false icl_inactive_unrest=false

icl_disk_size=110 icl_mtu_changed=no icl_mtu_size= icl_app_uid=administrator icl_app_pw=

icl_db_master=no icl_state=Installing icl_ip_address=10.106.61.122 icl_fqdn=CUCMSUB1 icl_domain=

icl_pub_enc_dkey=

パブリッシャの clusterconfig.xml ファイルが変更するかどれをの結果として、このイベントは参
照され。

CUCMPUB user 6 ilog_impl: Received request for platform-event (platform-event-clusterconfig-

changed)

サーバのインストールはそこに続きます。

CUCMSUB および CUCMSUB1 がインストールされていれば、両方のノードからプラットフォー
ム システム clusternode インストール完了する次のイベントを受け取ります。 このイベントはク
ラスタの各ノードに送信されます。

STATE=ready はインストールが完了することを、他それいます示します状態のインストールに。

このメッセージは CUCMPUB syslog で見られます、それ CUCMSUB のインストールをおよび
CUCMSUB1 は完了します示します。

Line 13154: Nov 28 17:59:17 CUCMPUB user 6 ilog_impl: emitted platform-event(--no-wait platform-

system-clusternode-install-completed HOSTNAME=CUCMSUB STATE=ready)

Line 14514: Nov 28 18:06:36 CUCMPUB user 6 ilog_impl: emitted platform-event(--no-wait platform-

system-clusternode-install-completedHOSTNAME=CUCMSUB1 STATE=ready)

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。

この機能でもたらされた CLI コマンド

1. ネットワーク クラスタ サブスクライバ 詳細 <server type> < ホスト名 > <ip> < ドメイン名 >
を設定 して下さい

このコマンドは processnode/アプリケーション サーバテーブルへサブスクライバを追加すること
です。

構文：

パラメータ 説明

サーバタイプ 値は CUCM または IMP または CUC
（必須）です

ip
追加されるホスト名（IMP パブリッシ
ャ及び CUC のために必須及び他のノー
ドのためのオプションのの IP アドレス

ドメイン名
IMP パブリッシャのドメイン名（IMP
パブリッシャのために必須及び他のノー
ドに必要な）



2. 解除されたネットワーク クラスタ サブスクライバ 詳細

このコマンドはサブスクライバが GUI から削除することができることを述べるメッセージを表示
するものです。 解除されたオペレーションは CLI で許可されません。 このオペレーションは
Web ページからしかすることができません。

3. ネットワーク クラスタ サブスクライバ ダイナミック クラスタ構成を設定 して下さい

ネットワーク クラスタ サブスクライバ ダイナミック クラスタ設定{<default> を設定 して下さい
| < 時間数 >                

このコマンドはパブリッシャのダイナミック クラスタ構成を有効に します。

              構文の説明

パラメータ 説明

デフォルト
これは 24hrs のためのダイナ
ミック クラスタ構成を有効
に します

hours> の <no. 1-24 時間間の値

4. ネットワーク クラスタを示して下さい

このコマンドは有効に なるときパブリッシャの最新ダイナミック クラスタ設定値を表示したもの
です。



利点
タッチを提供するため手動操作の介入が新しい CUCM クラスタの配備の間にインストールお
よびスケジューリングの間に必要とならないより少ないインストールプロセス。

●

新しい サブスクライバの付加を実在するクラスタに簡素化するため。●

時間を節約して下さい●

典型的な CUCM インストールの間に、複数の Install ウィザード画面がおよび手動操作の介入が
これらのシナリオに必要となることを見ます:

インストールの一部として、Install ウィザード画面である特定の情報を提供します。 これは
あなたとして手動操作の介入を手動で入力しますインストールプロセスが追求する情報を必
要とします。

1.

典型的なクラスタ 環境を設定するためには、最初にパブリッシャはインストールされてい
ます。 パブリッシャがインストールされていた後、パブリッシャの Webページからパブリ
ッシャのサーバテーブルのサブスクライバの詳細を追加します。 それからサブスクライバ
がインストールされている時、サブスクライバ インストール詳細を一杯にするように
administartor を要求しているサブスクライバ実行のための Install ウィザード。

2.
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