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システムの更新について
アップグレードは、システムに対して行った主要な変更を展開するためのシステムの代替とし

て定義されています。たとえば、現在バージョン 2.8MR1 Patch 2以降を実行しているシステム
を、新しい機能を含むバージョン 4.0に置き換えます。更新とは、システムを改善するために
行った変更点を生かすために既存の（元の）システムを上書きすることと定義されます。たと

えば、システムをバージョン 2.8MR1から 2.8MR1 Patch 2または 2.8MR2に更新できます。拡
張は、既存のシステムを拡大することと定義されます。アプリケーションのバージョンを変更

することではありません。たとえば、システムを800ユーザから2000ユーザに拡張できます。
いずれの場合も、プロセスには、元のシステムからのすべてのデータを、更新、アップグレー

ド、または拡張されたシステムに移行する作業が含まれます。

仮想マシンのバックアップを含む完全なアップデート手順には、次に応じて最大1時間かかる
ことがあります。

•システムのサイズ

•データベースサイズ

• vCenterでの速度とロードの速度

CWMSシステムは、アップグレードした後のデータセンターのデフォルト名です。これは他
のどの言語でも英語から翻訳されません。

（注）
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アップグレードまたはアップデート

次の表を使用して、Cisco Webex Meetings Serverリリース 2.8へのアップグレードパスを決定
します。

パス（Path）インストール

するリリース

インストールされて

いるリリース

1. 1.5に更新。

2. 1.5MR5 Patch 2以降に更新します。

3. 2.8にアップグレードします。

2.81.0～ 1.1

1. 1.5MR5 Patch 2以降に更新します。

2. 2.8にアップグレードします。

2.81.5～ 1.5MR4

1. 1.5MR5 Patch 2以降に更新します。

2. 2.8にアップグレードします。

2.81.5 MR5

2.8にアップグレードします。2.81.5 MR5 Patch 2以降

1. 2.0MR9に更新。

2. 2.8に更新。

2.82.0～ 2.0MR8

2.8に更新。2.82.0MR9以降

1. 2.5MR6に更新。

2. 2.8に更新。

2.82.5～ 2.5MR5

2.8に更新。2.82.5MR6

1. 2.6MR3に更新

2. 2.8に更新

2.82.6～ 2.6MR2

2.8に更新。2.82.6MR3以降

2.8に更新。2.82.7または 2.7MR

2.8MRに更新2.8MR2.8または 2.8MR
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VCenterデータストアの ISOイメージへの接続
最も短い時間で更新を行いたい場合は、ISOイメージを vCenterデータストアにマウントする
ことをお勧めします。

ステップ 1 必要な ISOイメージを、Ciscoの http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlから入手してください。

ステップ 2 必要な権限を持っていることを確認します。

ステップ 3 データセンターの更新用管理仮想マシンの ESXiホストを選択します。

ステップ 4 [概要（Summary）]タブをクリックし、[ストレージ（Storage）]の下にある datastore1をダブルクリック
します。

ステップ 5 [データストアとデータストアクラスタ（Datastore and Datastore clusters）]ウィンドウで、[このデータス
トアを参照（Browse this datastore）]を選択します。

ステップ 6 緑色の上矢印（ファイルのアップロード）アイコンをクリックして、アップデート ISOファイルをロード
します。

データセンターのアップデート
以下の手順では、すべてのデータセンターをメンテナンスモードにすることによってオフライ

ンになったシングルデータセンター（SDC）システムまたはマルチデータセンター（MDC）シ
ステムを更新する方法について説明します。

始める前に

vCenterデータストアに ISOイメージを配置し、VCenterデータストアの ISOイメージへの接
続（3ページ）の説明に従って CD/DVDに接続します。

ステップ 1 最新のアップデートファイルを http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlから入手してください。

システムの更新プログラムパッケージには ISOイメージが含まれています。一部のバージョンのソフト
ウェアをスキップすることはできません。たとえば、1.5MR3を適用する場合は、事前に Cisco Webex
Meetings Serverのバージョン 1.1（ビルド 1.1.1.9）をインストールする必要があります。使用すべき正し
いバージョンについては、リリースノートを参照してください。

ステップ 2 この手順の間に更新されるデータセンターにアクセスしないように、他のシステム管理者に通知してく

ださい。アクセスしても、変更は保存されず、予測できない結果になる可能性があります。

ステップ 3 ブラウザのキャッシュをクリアします。

キャッシュされたリソースによって、webページのパフォーマンスが向上します。ただし、キャッシュ
されたデータは間違っている可能性があります。したがって、ブラウザのキャッシュをクリアすること

をお勧めします。

システムの更新

3

システムの更新

VCenterデータストアの ISOイメージへの接続

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html


ステップ 4 管理サイトにサインインします。

ブラウザウィンドウを閉じないでください。データセンターが再起動またはリブートされるまで、管理

サイトに再度サインインできなくなるためです。

ステップ 5 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 6 このシステム内の全データセンターにあるすべての仮想マシンをバックアップします（失敗した更新か

ら復旧する場合を除く）。

（VMwareを使用したバックアップの作成 vCenterを参照）。

ステップ 7 [System]を選択します。

ステップ 8 更新するデータセンターを選択します。

ステップ 9 [管理（Manage）]を選択します。
[システム仕様の管理（Manage System Specifications）]ページが表示されます。

ステップ 10 [更新（Update）] > [続行（Continue）]を選択します。
[ISOイメージの検証（Validate ISO Image）]ページが表示されます。

ステップ 11 [ISOイメージに接続しており、実行する準備ができています（I have connected to the ISO image and am
ready to proceed）] > [続行（Continue）]を選択します。

ISOイメージから、ダウンタイム要件などの条件が読み取られます。

[システムの更新（Update System）]ページが表示されます。

ステップ 12 [すべてのデータセンター上にある、すべての仮想マシンのバックアップを作成しました（I have taken
backups of all virtual machines on all data center）] > [続行（Continue）]を選択します。ブラウザウィン
ドウを閉じないでください。閉じた場合、このページに戻ることはできません。

更新が完了するまでに最大 1時間かかる場合があります。[再起動（restart）]ボタンがまだ表示されてい
ない場合は、プライマリデータセンターの更新ステータスを検証することで、更新にエラーがないこと

と、更新が続行中であることを確認します。

別のデータセンターの更新中に、データセンターをシャットダウンまたはリブートしないでく

ださい。これを実行すると、更新が失敗する場合があります。

重要

すべてのデータセンターの更新が完了すると、更新の成否を確認する [再起動（Restart）]ボタンが表示
されます。

ステップ 13 [続行（Continue）]を選択します。

[続行（Continue）]を選択すると、更新手順を停止することはできません。手順の実行中に問
題が発生し、手順が正常に完了しない場合は、バックアップを使用してシステム内のすべての

データセンターを復元する必要があります。

注意
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ブラウザウィンドウを閉じないでください。閉じた場合、このページに戻ることはできません。ブラウ

ザセッションが閉じられたり、なんらかの理由で接続が失われたりした場合は、仮想マシンのスプラッ

シュ画面をチェックして、更新が正常に完了したことを確認したうえで、システムを手動でリブートす

る必要があります。

別のデータセンターの更新中に、データセンターをシャットダウンまたはリブートしないでく

ださい。これを実行すると、更新が失敗する場合があります。

重要

更新が完了すると、更新が成功したことを確認するための新しいページが表示されます。

システム内のすべてのデータセンターが更新されると、[再起動（Restart）]がアクティブになります。

ステップ 14 [リスタート（Restart）]を選択して、システムを再起動します。

Cisco Webex管理サイトのサインオンページが表示されます。

ステップ 15 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 16 この更新のリリースノートを確認し、更新後に実行する必要があるタスクがあるかどうかを判断します。

必要な追加のタスクがある場合は、システムのメンテナンスモードを終了する前にそれらのタスクを実

行します。

ステップ 17 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。

ステップ 18 システムをテストします。推奨されるテストについては、システムテストについてを参照してください。

次のタスク

操作に問題がなければ、すべてのバックアップを削除することを推奨します。

前に展開したWebex Meetingsアプリケーションまたは生産性向上ツールのバージョンまたは
ビルド番号がアプリケーションの新規展開バージョンと異なる場合は、WebexMeetingsアプリ
ケーションまたは生産性向上ツールをユーザにプッシュする必要があります。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlにある『Cisco Webex Meetings Serverプラン
ニングガイドとシステム要件』の Cisco Webexミーティングアプリケーションと生産性向上
ツール互換性マトリクスのセクションを参照してください。
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