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システム拡張の準備
システム拡張を行うには、新しいプライマリシステムを導入し、システムデータとホストライ

センスを元のシステムから拡張システムに転送する必要があります。

マルチデータセンター (MDC)システムを拡張することはできません。単一のデータセンター
システムに削減する必要があります。

•セカンダリデータセンターを削除します。（データセンターの削除を参照）。通常、これ
は license managerを実行していないデータセンターです。

•この章の手順に従って、プライマリの単一データセンターシステムを展開します。

•拡張されたシステムのMDCライセンスを取得し、プライマリシステムにライセンスを
ロードします。

•プライマリデータセンターと同じサイズの新しいセカンダリデータセンターを作成しま
す。

•データセンターに参加します。（データセンターのマルチデータセンターシステムへの
参加を参照）。

拡張されたシステムの考慮事項

次の例をご覧ください。

•内部 SSL SAN証明書を使用するシステムを拡張する場合は、追加の内部マシンの新しい
SANエントリを追加する必要があります。新しいエントリを追加すると、システムによっ
て新しい自己署名入りの内部 SSL SAN証明書が生成されます。新しい SANエントリを含
めるには、新しい CA署名付き証明書を再生成する必要があります。
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• NFSストレージを使用するシステムを拡張する場合、新しく展開した仮想マシンには、元
のシステムと同じ NFSストレージへのアクセス権限が必要です。それ以外の場合は、シ
ステムチェックフェーズで拡張プロセスが失敗します。

•追加のハードウェアの予算を作成します。

•同時会議の数と、今後数ヵ月の平均サイズを予測します。

•元のシステムをアップグレードまたは展開する場合は、並行システムを作成します。元の
システムのトライアル期間内に時間が残っている場合、その時間はアップグレードまたは

拡張されたシステムに転送されます。元のシステムの有効な永続ホストライセンスは、ラ

イセンスを再ホスティングすることによって、アップグレードまたは拡張されたシステム

に転送する必要があります。（主要なシステム変更後のライセンスの再ホスティングを参

照）。

システムサイズの拡張

始める前に

すべてのVMwareスナップショットを削除します。展開プロセス時には、スナップショットを
取得しないでください。スナップショットを削除するには、スナップショットの削除を参照し

てください。

システムのインストールに使用されたオープン仮想アーカイブ（OVA）ファイルをベースとし
て取得します。たとえば、最初に展開されたバージョンが 2.8の場合は、ベースバージョンと
して 2.8.1.12 OVAを取得します。

例：最初にシステムを 2.8.1.12 OVAを使用して導入したが、時間の経過とともに 3.0.1.27バー
ジョンに更新したとします。3.0.1.27 OVAファイルを使用してシステムを展開すると、次の
メッセージが表示されてプロセスが失敗します。

「プライマリシステムのバージョンは、インターネットリバースプロキシの仮想マシンとは異

なります。プライマリシステムの展開に使用した OVAファイルを使用して、インターネット
リバースプロキシの仮想マシンを再展開します。」

この例では、2.8.1.12 OVAファイルを使用してシステムを拡張する必要があります。

表 1 :展開チェックリスト

システムの現在の値フィールド名

Webexサイト URL

管理サイト URL（Administration Site URL）

プライベート VIPアドレス（Private VIP
Address）

パブリックVIPアドレス（PublicVIPAddress）
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マルチデータセンター（MDC）システムを拡張する場合は、セカンダリデータセンターを削
除する必要があります。（通常、データセンターはライセンスマネージャを実行していませ

ん。データセンターの削除を参照してください。）

暗号化されていないバージョンから暗号化されたバージョンへのアップグレード、または暗号

化されたバージョンから暗号化されていないバージョンへのアップグレードはサポートされま

せん。既存のシステム展開に基づいて OVAを取得します。

（注）

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 MDCシステムを拡張する場合は、プライマリデータセンターのみを残して、セカンダリデータセンター
を削除します。

データセンターの削除を参照してください。

ステップ 3 MDCシステムを拡張する場合は、Cisco Webex Meeting Serverを実行する新しいデータセンターを作成
し、プライマリシステムを拡張した後にそのデータセンターを参加させます。

マルチデータセンター（MDC）システムの作成を参照してください。

ステップ 4 元のシステムのバックアップを作成します。()

VMwareスナップショットは、拡張およびアップグレードシナリオではサポートされていませ
ん。システムを拡張またはアップグレードする場合は、システムをバックアップします。VMware
を使用したバックアップの作成 vCenterを参照してください。

注意

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 [続行（Continue）]を選択します。

ステップ 7 [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 8 [システムサイズの拡張（Expand System Size）]を選択します。

ステップ 9 [続行（Continue）]を選択します。

システムにより、仮想マシンへの接続がチェックされます。1つ以上の仮想マシンで接続に関する問題が
発生した場合は、続行する前にそれらの問題を解決する必要があります。接続の問題がなくなると、シ
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ステムにより自動バックアップが実行されます。バックアップが完了すると、拡張を進められるように

なったことが通知されます。

ステップ 10 VMware vSphereクライアントを使用して、元のシステムの仮想マシン上で [電源（Power）] > [ゲストの
シャットダウン（Shut Down Guest）]を選択します。

ステップ 11 VSphereクライアントを使用して、新しいシステムサイズの管理仮想マシンを展開します。

自動拡張を実行している場合は、システム用の他の仮想マシンが自動的に作成されます。手動拡張を実

行している場合は、システム用の他の仮想マシンを自身で作成できます。（VMware vSphere Clientから
の OVAファイルの展開を参照）。

ステップ 12 ハードディスク4を元のシステム管理仮想マシンから拡張システムの管理仮想マシンに接続します。（既
存の VMDKファイルを新しい仮想マシンにアタッチするを参照）。

ステップ 13 拡張されたシステムの管理仮想マシンの電源を入れて、展開URLを書き留めます。自動拡張を実行して
いる場合は、システム用の他の仮想マシンには自動的に電源が入ります。手動拡張を実行している場合

は、システム用の他の仮想マシンには自身で電源を入れてください。

ステップ 14 Webブラウザに展開 URLを入力し、拡張されたシステムの展開に進みます。

ステップ 15 拡張されたシステムの展開に使用する希望の言語を選択します。（設定対象となる言語の選択を参照）。

ステップ 16 [既存システム容量の拡張（Expand the capacity of existing system）] > [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 システムサイズを確認します（システムのサイズの確認を参照）。

このシステムサイズは、元のシステムと同じかそれ以上である必要があります。

ステップ 18 [プライマリシステムをインストール（Install a primary system）]を選択します。

ステップ 19 [自動展開（Automatic deployment）]または [手動展開（Manual deployment）]を選択します（展開のタイ
プの選択を参照）。

[手動展開 (manual deployment)]を選択した場合は、次の手順に進みます。自動展開を選択した場合は、次
の手順を行います。

a) 仮想マシンが自動的に展開されるように、vCenterの資格情報を入力します。（VMware vCenter資格
情報の指定を参照）。

b) メディア仮想マシンに対し、ESXiホスト、データストア、および仮想マシンポートグループを選択
します。（メディア仮想マシンとWev仮想マシンの vCenter設定の選択を参照）。

c) メディア仮想マシンの完全修飾ドメイン名を入力します

拡張システムのエントリを使用してDNSサーバを更新済みの場合は、IPアドレスが自動的に検索さ
れます。（メディア仮想マシンとWeb仮想マシンのネットワーク情報の入力を参照）。

最初にシステムをインストールするときに使用したOVAファイルを使用します。新しいシステムサイズ
の管理仮想マシンを展開します。

拡張が完了すると、システムから通知されます。

ステップ 20 拡張されたシステムで公開アクセスが必要な場合は、[インターネットリバースプロキシ仮想マシンの作
成（Create an Internet Reverse Proxy virtual machine）]チェックボックスがオンになっていることを確
認します。このサーバを使用しない場合は、このチェックボックスをオフにします。（IRPを使用した
システムへのパブリックアクセスの追加を参照）。
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公開アクセスの追加を選択した場合は、次のようにします。

a) インターネットリバースプロキシ（IRP）の仮想マシンに対し、ESXiホスト、データストア、およ
び仮想マシンポートグループを選択します。

b) IRP仮想マシンのホスト名とネットワーキング情報を入力します。

ステップ 21 Webexサイト URL用のパブリック VIPアドレスを入力します。（パブリック VIPアドレスの入力を参
照）。

元のシステムで使用しているのと同じパブリック VIPアドレスを入力するか、またはパブリック VIPア
ドレスを新しい IPアドレスに変更することができます。変更する場合は、DNSサーバで必要な更新を行
います。

ステップ 22 Webexサイト URL用のプライベート VIPアドレスを入力します。（パブリック VIPアドレスの入力を
参照）。

元のシステムで使用しているのと同じプライベートVIPアドレスを入力するか、または新しい IPアドレ
スに変更することができます。変更する場合は、DNSサーバで必要な更新を行います。

ステップ 23 Webexの共通サイト URLを入力します。（Webexの共通サイト URLと管理サイト URLの入力を参
照）。

参加者はこのURLにアクセスして、ミーティングを主催したり、ミーティングに参加したりできます。
この URLは、スプリットホライズン DNSを使用しているかどうかに応じて、プライベート VIPアドレ
スまたはパブリック VIPアドレスのいずれかに解決されます。

元のシステムで使用しているのと同じWebex共通サイト URLを入力するか、または新しい URLに変更
することができます。変更する場合は、DNSサーバで必要な更新を行います。

ユーザが元のURLを使用しようとしても、使用できなくなります。この変更を行った後は、現
在設定されているホスト名以外の名前を持つホストから来るシステムトラフィックはドロップ

されます。

•会議の主催または参加

• Webページ、Webex生産性向上ツール、またはモバイルアプリケーションからのログイン

•再生録音の再生

（注）

ステップ 24 管理者が Cisco Webex管理サイトにアクセスするためのWebex管理サイト URLを入力します。（Webex
の共通サイト URLと管理サイト URLの入力を参照）。

この URLは、プライベート VIPアドレスに解決されます。

元のシステムで使用しているのと同じWebex管理サイト URLを入力するか、または新しい URLに変更
することができます。変更する場合は、DNSサーバで必要な更新を行います。

ステップ 25 システムに必要なネットワーキング、DNSサーバ、およびファイアウォール設定の変更をすべて行った
ことを確認します。（ネットワークが適切に構成されていることの確認を参照）。

ステップ 26 仮想マシンの導入が正常に完了したら、[次へ（Next）]を選択して、システムチェックに進みます。（仮
想マシンの手動展開を参照）。
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システムチェックを行うだけでなく、元のシステムのソフトウェアバージョンと一致させるために必要

なメンテナンスリリースの更新を使用して、拡張されたシステムを更新します（この更新には最大 1時
間かかります）。更新が完了すると、システムが再起動されます（システムのチェックを参照）。

ステップ 27 [リスタート（Restart）]を選択します。

ステップ 28 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 29 MDCシステムを拡張する場合は、このシステムをそのMDCシステムに参加させます（データセンター
のマルチデータセンターシステムへの参加を参照）。

ステップ 30 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 31 [続行（Continue）]を選択します。
システムが再起動されます。再起動が完了したら、[Webexサイトの管理（Webex Site Administration）]
にサインインすることができます。

ステップ 32 拡張されたシステムをテストします。

システムテストについてを参照してください。拡張が失敗した場合は、拡張されたシステムの電源を切

り、元のシステムの電源を入れます。サポートが必要な場合は、Cisco TACに依頼してください。

ステップ 33 展開されたシステムに応じて、ホストライセンスまたはMDCライセンスをホスト変更します（主要な
システム変更後のライセンスの再ホスティングを参照）。

次のタスク

システムを希望のMRに更新します。
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