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VMware vSphereの使用方法
システム用の仮想マシンは VMware vSphereとともに導入されています。Cisco Webex Meetings
ServerをVMware仮想マシンにインストールする必要があります。この場合、次の制限事項が
適用されます。

• VMware vSphere 5.0、5.0Update 1、5.0Update 2、5.1、5.1Update 1、5.5、または 6.0（CWMS
2.6MR1およびそれ以降）を使用します。

vSphereの以前のリリースはサポートされていません。

• VMware ESXi 5.0、5.0 Update 1、5.0 Update 2、5.1、5.1 Update 1、5.5、または 6.0（CWMS
2.6MR1およびそれ以降）を使用します。

以前の ESXiのリリースを使用すると、問題を明示的に表示しない未対応のハードウェア
に関する混乱を招くエラーメッセージが表示されます。

• ESXiホストで設定されている DNSサーバが、その ESXiホスト上に導入されている仮想
マシンのホスト名を解決できることを確認します。

• VMware vCenterを使用して、Cisco Webex Meetings Serverシステムが導入される ESXiホ
ストを管理してください。

•仮想マシンの電源を切るときは常に、各仮想マシンの [電源（Power）]> [ゲストのシャッ
トダウン（ShutDownGuest）]の順に選択します。（[電源オフ（PowerOff）]のオプショ
ンは使用しないでください）。
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CWMS用の VMWareツールは、システムの導入時に自動的にインストールされ、手動でアッ
プグレードすることはできません。

重要

対応する VMwareの設定に関する詳細は、『Cisco Webex Meetings Serverプランニングガイド
およびシステム要件』を参照してください。

（注）

NTPサーバを使用するように ESXiのホストを設定する
デバイスのクロックの同期に Network Time Protocol（NTP）を使用するように ESXiホストを
設定し、NTPサーバが到達可能であることを確認します。マルチデータセンター環境では、
データセンター間のデータ共有を維持するうえで、データセンタークロックの同期が重要にな

ります。詳しい手順については、VMware ESXiのマニュアルを参照してください。

ステップ 1 vSphereクライアントを使用して、インベントリパネルで ESXiホストを選択します。

ステップ 2 [ソフトウェア（Software）]セクションで [設定（Configuration）] > [時間設定（Time Configuration）]を
選択します。

ステップ 3 [プロパティ（Properties）]を選択します。

ステップ 4 NTPクライアントの有効化を選択します。

ステップ 5 NTPサーバの設定を構成するには、オプションを選択します。

[ホストの開始と停止（Start and stop with host）]を選択して、ESXiのホスト時間が不正確になる可能性を
減らすことを推奨します。

VMwareを使用したバックアップの作成 vCenter
システム変更手順を開始する前に、システム内の各仮想マシンのバックアップを作成すること

を推奨します。VMwareデータリカバリまたは vSphereデータ保護を使用して、バックアップ
の作成と管理を行うことができます。詳細については、vSphereデータ保護のご使用のバージョ
ンのマニュアルを参照してください。

また、ストレージサーバを使用してバックアップを作成することもできます。NFSまたはSSH
ストレージサーバの追加を参照してください。

パフォーマンス上の理由から、仮想マシンを含む物理ドライブのいずれにもバックアップを保

存しないことを推奨します。
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ステップ 1 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 2 VMware vSphereのマニュアルに記載されている手順に従って、システムと各仮想マシンのバックアップを
作成します。

システム変更手順が完了し、システムがテストされ、結果が満たされた後、バックアップを削除

することをお勧めします。古いバックアップまたはスナップショットからデータセンターを復元

すると、予期しない動作が発生する可能性があります。

（注）

VMware vCenterを使用したスナップショットの取得
仮想マシンのスナップショットは、システム変更手順の後に仮想マシン（VM）を迅速に回復
するために使用されます。スナップショットは、特定の時点におけるシステムの画像であり、

バックアップと同じではありません。元の仮想マシンのディスクファイルが失われた場合、ス

ナップショットを使用して仮想マシンを回復することはできません。このため、スナップショッ

トを取得するだけでなく、システムをバックアップすることもお勧めします。スナップショッ

トを使用して更新することもできますが、アップグレードを実行する前に、すべてのスナップ

ショットを削除して元のシステムをバックアップすることを推奨します。

スナップショットは、仮想マシンを含む物理ドライブに保存されます。音声とビデオの品質を

低下させる、VMのパフォーマンス上の既知の問題を回避するため、古いスナップショットは
削除してください。この既知の VMwareスナップショットに関する問題の詳細については、
VMware Webサイトに移動して、ホワイトペーパー『Best Practices for Running VMware vSphere
on Network Attached Storage』をお読みください。追加情報については、VMwareナレッジベー
スで snapshot impact performanceを検索することもできます。

スナップショットの保存は 24時間以内にすることを推奨します。長く保存する場合は、代わ
りにバックアップを作成することを推奨します。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。
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データセンターがマルチデータ Center (MDC)システムの一部である場合、進行中の会議はアクティブな
データセンターにフェールオーバーします。フェールオーバーにより、アクティブな会議で短時間の中断

が発生する可能性があります。詳細については、メンテナンスモードについてを参照してください。すべ

てのアクティブなデータセンターのメンテナンスモードをオンにすると、すべての会議機能がシャットダ

ウンされます。Webexサイトにサインインしたり、会議をスケジュールしたり、会議に参加したり、会議
の録画を再生したりすることはできません。

ステップ 3 VMware vCenterで、各仮想マシンに対し [電源（Power）]> [ゲストのシャットダウン（ShutDownGuest）]
を選択します。

ステップ 4 各仮想マシンに対し [スナップショット（Snapshot）] > [スナップショットの作成（Take Snapshot）]を選
択します。

ステップ 5 スナップショットの名前を入力し、[OK]を選択します。

同じプレフィックス（たとえば、August 20）を持つ各仮想マシンのスナップショットにラベルを付ける

と、これらのスナップショットが同時に実行されたことがわかります。

ステップ 6 VMware vCenterで、VMに電源を再度入れます。

ステップ 7 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

次のタスク

•システムが正常かどうかをテストします。

•スナップショットに戻す必要がある場合は、各仮想マシンのスナップショットが同時に取
得されていることを確認してください。スナップショットが一致しないシステムの電源を

入れると、データベースが破損する可能性があります。

スナップショットの削除
システムがアクティブなときにスナップショットを削除すると、パフォーマンスの問題の原因

になります。スナップショットを削除する前に、メンテナンス時間帯をスケジュールして、シ

ステムをオフラインにすることをお勧めします。

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。
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マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するかを決定しま
す。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを管理します。

ステップ 2 メンテナンスモードをオンにします。メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

ステップ 3 VMware vCenterで、データセンターの各仮想マシンで [VM] > [電源（Power）] > [ゲストのシャットダウン
（Shut Down Guest）]を選択します。

vSphereの使用に関する完全な詳細については、VMware ESXiおよび vCenter Serverのマニュアルを参照し
てください。

ステップ 4 すべての VMのスナップショットを削除するには、[VM] > [スナップショット（Snapshot）] > [スナップ
ショットマネージャ（Snapshot Manager）]を右クリックします。

ステップ 5 スナップショットを選択し、[削除（Delete）]を選択します。

ステップ 6 [はい（Yes）]を選択してこのアクションを確認します。

ステップ 7 VMware vCenterで、VMに電源を再度入れます。

ステップ 8 メンテナンスモードをオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、システムは再起動または再起動が必要かどうかを判断し、適切なメッ

セージを表示します。再起動には 3~ 5分かかり、リブートには約30分かかります。データセンターがマル
チデータ Center (MDC)システムの一部である場合、グローバル管理 URLにリダイレクトされます。DNS
解決ポリシーによって、表示されるデータセンターが決まります。キーの再生成が有効になっている場合、

1つのデータセンターをメンテナンスモードから除外すると、システム内のすべてのデータセンターが自動
的にメンテナンスモードから除外されます。

メンテナンスモードのオン/オフの切り替えを参照してください。

データセンターのミーティングサービスが復元されます。

既存の VMDKファイルを新しい仮想マシンにアタッチす
る

システムを拡張またはアップグレードする際に、VMwarevCenterを使用して既存の管理仮想マ
シンから新しい管理仮想マシンに仮想マシンディスク（VMDK）を接続する方法。（管理仮想
マシンのハードディスク 4に保存されているシステムデータが再利用されます）。
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ハードディスク 4ベースの VMDKファイルのコピーを作成し、アップグレードまたは拡張さ
れたシステムで管理仮想マシンの仮想マシンフォルダにそのファイルをコピーします。ハード

ディスク4をアタッチしても、データは、古い管理仮想マシンの仮想マシンフォルダに保存さ
れたままになります。VCenterのインベントリ内の既存の管理仮想マシンを誤って削除すると、
現在のシステムはハードディスク 4へのアクセスを失うことになります。

VMDKファイルのスナップショットではなく、ハードディスク 4用のオリジナルベースの
VMDKファイルをコピーすることを確認してください。

ダイレクトアタッチトストレージ（DAS）を使用している場合は、新しい管理仮想マシンが
それにアクセスできる論理ユニット番号（LUN）に VMDKを移行します。

注意

システムの変更手順が実行される前に、管理仮想マシンを現在の管理仮想マシンとして参照し

ています。拡張またはアップグレード後の管理者向け仮想マシンは、アップグレード管理仮想

マシンと呼ばれます。

（注）

ステップ 1 VMware vCenterでインベントリを参照し、システムの現在の管理仮想マシンを見つけます。

ステップ 2 仮想マシン名を右クリックして、[設定の編集...（Edit Settings...）]を選択します。.

[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [ハードウェア（Hardware）]タブを選択し、[ハードディスク 4（Hard disk 4）]を選択します。

ステップ 4 後で参照するために、別のドキュメント（ディスクファイルの場所）にコピーして貼り付けます。

これにより、VMware vCenterで VMDKの場所が指定されます。

文字列は、[EMC-LUN10-RAID5] webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3.vmdkと同じです。
すでにシステムをアップグレードしている場合、ファイル名は既存の仮想マシンの名前付け規則に従っ

ていません。

ステップ 5 ハードディスク 4の保管場所と仮想マシンフォルダ名をメモします。

フォルダ名の文字列は、[EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-adminと同じです。

ステップ 6 変更を加えないで終了するには、[設定の編集...（Edit Settings...）]ウィンドウを使用します。

ステップ 7 vCenterビューをデータストアビューとデータストアクラスタビューに変更します。[表示（View）] >
[インベントリ（Inventory）]> [データストアとデータストアクラスタ（DatastoresandDatastoreClusters）]
の順に選択します。

ステップ 8 現在の管理仮想マシンが保存されているストレージの場所（手順 5）を選択し、[このデータストアの参
照（Browse this datastore）]を選択します。

ステップ 9 アップグレードされた（システムが展開またはアップグレードされた）管理仮想マシンがあるストレー

ジの場所を選択し、[このデータストアを参照（Browse this datastore）]を選択します。

システムでの VMware vSphereの使用
6

システムでの VMware vSphereの使用

既存の VMDKファイルを新しい仮想マシンにアタッチする



ステップ 10 2つのデータストアブラウザウィンドウを並べて配置すると（現在管理仮想マシンと拡張またはアップ
グレードされた管理仮想マシン）、両方の管理仮想マシンフォルダを見ることができます。

ステップ 11 仮想マシンのフォルダを両方とも開いて、現在の管理仮想マシンのフォルダから更新した管理仮想マシ

ンフォルダに VMDKをコピーします。

a) 現在の管理仮想マシのフォルダで、ハードディスク 4に関連付けられているVMDKを見つけます。
手順 4で書き留めたファイルの場所を参照して、正確であることを確認します。

b) ファイルを右クリックし、[コピー（Copy）]を選択します。
c) アップグレードされた管理仮想マシンフォルダの内部を右クリックし、[貼り付け（Paste）]を選択
します。貼り付け操作が完了したら、両方の [データストア（Datastore）]ウィンドウを閉じます。

d) [表示（View）] > [インベントリ（Inventory）] > [ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）]の順に選
択して、vCenterビューをホストとクラスタのリストに戻します。

ステップ 12 VMware vCenterでインベントリを検索し、システムの拡張またはアップグレードされた管理仮想マシン
を検索します。

ステップ 13 拡張または更新した仮想マシンの名前を右クリックして、[設定の編集...（Edit Settings...）]を選択しま
す。.

[仮想マシンのプロパティ（Virtual Machine Properties）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 14 [ハードウェア（Hardware）]タブを選択し、[ハードディスク 4（Hard disk 4）]を選択します。

ステップ 15 [削除（Remove）]を選択します。

このアクションでは、仮想ディスクはすぐには削除されません。代わりに、既存の仮想ディスクの削除

がスケジュールされます。

ステップ 16 [追加（Add）]を選択します。

[ハードウェアの追加（Add Hardware）]ウィザードが表示されます。

ステップ 17 [ハードディスク（Hard Disk）]、[次へ（Next）]の順に選択します。

ステップ 18 [既存の仮想ディスクを使用（Use an existing virtual disk）]、[次へ（Next）]の順に選択します。

ステップ 19 [参照（Browse）]を選択し、拡張またはアップグレードされた管理仮想マシンが配置されているデータ
ストアに移動します。新しい管理仮想マシンのフォルダに移動します。このフォルダをダブルクリック

して、手順 11でコピーした仮想ディスクを選択します。[OK]を選択します。

ステップ 20 [仮想デバイスノード（Virtual Device Node）]ドロップダウンリストで、[SCSI（0:3）]を選択し、[次へ
（Next）]を選択します。

ステップ 21 変更内容を確認し、正しい場合は、[完了（Finish）]を選択します。それ以外の場合は、[戻る（Back）]
を選択してエラーを修正します。

ウィザードが完了すると、[ハードウェア（Hardware）]タブに追加したマークが付いた新しいディスク
が表示されます。

ステップ 22 [OK]を選択して、追加と削除の両方の操作をコミットします。

ステップ 23 この仮想マシンの再構成タスクを VMware vCenterの [最近のタスク（Recent Tasks）]ペインに表示し
て、エラーが発生していないことを確認します。
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