
仮想化ソフトウェアの変更

この付録の手順を実行する必要があるのは、アップグレードでVMwareを更新する必要がある
場合のみです。

•仮想マシン設定タスク（1ページ）

仮想マシン設定タスク
アップグレードするソフトウェアバージョンの要件を満たすように仮想マシン設定を変更する

必要がある場合は、この章の手順を使用してください。

始める前に

新しいリリース要件を満たすために仮想マシンをアップグレードする必要があるかどうかを確

認します。要件を確認するには、「Cisco Collaboration Virtualization」に移動し、Unified
Communications Managerおよびインスタントメッセージングとプレゼンスアプリケーション
のリンクを参照します。

手順

目的コマンドまたはアクション

VMware vCenterは、Cisco Business
Editionまたはテスト済みリファレンス

VMware vCenterのインストールと設定
（3ページ）

ステップ 1

構成（TRC）ハードウェアから、UC on
UCS仕様ベースのハードウェアまたは
サードパーティサーバ仕様ベースのハー

ドウェアに移行する場合にのみ必要で

す。VMware vCenterが必要な場合は、
最初にインストールして設定します。

UC on UCSテスト済みリファレンス構
成ハードウェアにUnifiedCommunications
Managerまたはインスタントメッセー
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目的コマンドまたはアクション

ジングとプレゼンスを展開する場合、

VMware vCenterの使用は任意です。

リリースの要件を満たす vSphere ESXi
ハイパーバイザのバージョンをインス

トールする必要があります。

vSphere ESXiのアップグレード（3
ページ）

ステップ 2

Unified Communications Managerまたは
インスタントメッセージングとプレゼ

ンスのアップグレードを開始する前に、

ESXiハイパーバイザをアップグレード
することをお勧めします。ただし、現在

インストールされているこれらのアプリ

ケーションのバージョンが、新しいリ

リースに必要な ESXiバージョンと互換
性がない場合は、シスコアプリケーショ

ンをアップグレードした後に ESXiバー
ジョンをアップグレードすることができ

ます。

OVAファイルには、仮想マシン設定用
に事前定義された一連のテンプレートが

OVAテンプレートのダウンロードとイ
ンストール（4ページ）

ステップ 3

用意されています。サポートされるキャ

パシティレベル、必要な OS/VM/SAN
配置などの項目が含まれます。

この手順は任意です。すでに仮想マシン

で Unified Communications Managerまた
はインスタントメッセージングとプレ

ゼンスを実行している場合は、展開サ

イズが変更されない限り、新しい OVA
テンプレートをダウンロードおよびイン

ストールする必要はありません。システ

ムのサイズを変更する場合は、導入用に

サイズ変更された新しいリリースのOVA
テンプレートをダウンロードしてインス

トールします。

新しいリリースのUnifiedCommunications
Managerまたはインスタントメッセー

仮想マシン構成仕様の変更（5ペー
ジ）

ステップ 4

ジングとプレゼンスにアップグレード

するために、仮想マシン（VM）の
vCPU、vRAM、vDisk、または vNICを
変更する必要がある場合は、この手順を

使用します。
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目的コマンドまたはアクション

このステップは、Unified CM OS管理イ
ンターフェイスまたは PCDアップグ
レードタスクのいずれかを使用してアッ

プグレードを実行する、直接アップグ

レードの場合にのみ実行してください。

複数のvDiskが必要な大規模な仮想マシ
ン（VM）導入に移行する場合は、次の
手順を使用します。

単一から複数のvDisk仮想マシンへの移
行（6ページ）

ステップ 5

VMware vCenterのインストールと設定
UC on UCSテスト済みリファレンス構成ハードウェアに Unified Communications Managerまた
はインスタントメッセージングとプレゼンスを展開する場合、VMware vCenterの使用は任意
です。VMware vCenterは、UC on UCS仕様ベースのハードウェアおよびサードパーティサー
バ仕様ベースのハードウェアに導入する場合に必須です。

VMwarevCenterでは、パフォーマンスデータを収集できます。アプリケーションのインストー
ルおよび設定方法については、VMWareのマニュアルを参照してください。

手順

ステップ 1 VMware vCenterをインストールします。

ステップ 2 パフォーマンス統計で追跡される詳細のレベルを設定します。統計レベルの範囲は 1～ 4で、
レベル 4にはほとんどのデータが含まれています。UCS仕様ベースまたはHP/IBM仕様ベース
の導入では、統計レベルを 4に設定する必要があります。

ステップ 3 すべての統計情報を保持するのに十分な領域があることを確認するために、データサイズの見
積もりを表示します。

vSphere ESXiのアップグレード
Unified Communications Managerの新しいリリースにアップグレードするために vSphere ESXi
ハイパーバイザを更新する必要がある場合は、次の手順を使用します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの方法を使用して、UnifiedCommunicationsManagerを実行している仮想マシンを
ホストサーバから移動します。
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•ホットスタンバイホストがある場合は、vMotionを使用して別の物理サーバに仮想マシン
を移行します。

•ホットスタンバイホストがない場合は、仮想マシンの電源を切り、別の場所にコピーし
ます。

ステップ 2 VMwareによって示されるアップグレード手順を使用して、vSphere ESXiをアップグレードし
ます。

ステップ 3 vSphere ESXiが正常にアップグレードされたことを確認します。

ステップ 4 次のいずれかの方法を使用して、UnifiedCommunicationsManagerを実行している仮想マシンを
ホストサーバに戻します。

•ホットスタンバイホストがある場合は、vMotionを使用して別の物理サーバに仮想マシン
を移行します。

•ホットスタンバイホストがない場合は、仮想マシンの電源を切り、ホストサーバにコピー
します。

OVAテンプレートのダウンロードとインストール
OVAファイルには、仮想マシン設定用に事前定義された一連のテンプレートが用意されてい
ます。サポートされるキャパシティレベル、必要な OS/VM/SAN配置などの項目が含まれま
す。OVAファイルに関する情報については、https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_
comm/uc_system/virtualization/cisco-collaboration-virtualization.htmlで「Unified Communications
Virtualization Sizing Guidelines」のトピックを検索してください。

この手順は任意です。すでに仮想マシンで Unified Communications Managerまたはインスタン
トメッセージングとプレゼンスを実行している場合は、展開サイズが変更されない限り、新

しい OVAテンプレートをダウンロードおよびインストールする必要はありません。システム
のサイズを変更している場合は、導入に合わせてサイズ変更した OVAテンプレートをダウン
ロードおよびインストールします。

手順

ステップ 1 現在のリリースに OVAテンプレートをします。

• Unified Communications Managerの場合は、https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_
ip_comm/uc_system/virtualization/cisco-collaboration-virtualization.htmlに移動し、「Virtualization
for Cisco Unified Communications Manager」というトピックを検索します。

•インスタントメッセージングとプレゼンスの場合は、https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/
docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/cisco-collaboration-virtualization.htmlに移動し、
「Virtualization for Unified CM IM and Presence」というトピックを検索します。

ステップ 2 1つの OVAファイルをダウンロードするには、そのファイルの横にある [ファイルのダウン
ロード（Download File）]ボタンをクリックします。複数の OVAファイルをダウンロードす
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るには、ダウンロードする各ファイルの横にある [カートに追加（Add to Cart）]ボタンをク
リックし、次に [カートのダウンロード（Download Cart）]リンクをクリックします。

ステップ 3 [カートのダウンロード（Download Cart）]ページの [ダウンロードを続行（Proceed with
Download）]ボタンをクリックします。

ステップ 4 [ソフトウェアライセンス契約書（Software License Agreement）]のページの情報を読み、[同
意する（Agree）]ボタンをクリックします。

ステップ 5 次のリンクの 1つをクリックします。

• [マネージャのダウンロード（Download Manager）]（Javaが必要）
• [非 Javaダウンロードオプション（Non Java Download Option）]

新しいブラウザウィンドウが表示されます。

ステップ 6 ファイルを保存します。

• [Download Manager（マネージャのダウンロード）]を選択すると、[ロケーションの選択
（SelectLocation）]ダイアログボックスが表示されます。ファイルを保存する場所を指定
し、[開く（Open）]をクリックしてローカルマシンにファイルを保存します。

• [非 Javaダウンロードオプション（Non Java Download Option）]を選択した場合は、新
しいブラウザウィンドウの [ダウンロード（Download）]リンクをクリックします。場所
を指定して、ローカルマシンにファイルを保存します

仮想マシン構成仕様の変更

新しいリリースの Unified Communications Managerまたはインスタントメッセージングとプレ
ゼンスにアップグレードするために、仮想マシン（VM）の vCPU、vRAM、vDisk、または
vNICを変更する必要がある場合は、次の手順を使用します。

VM要件の詳細については、リリースに対応するOVAテンプレートのREADMEファイルを参
照してください。OVAテンプレートおよび要件の詳細については、www.cisco.com go
virtualized-collaborationに移動して、「ImplementingVirtualizationDeployments」のトピックを参
照してください。

始める前に

vDiskの記憶域を増やす必要がある場合は、その前に仮想マシン（VM）スナップショットを削
除する必要があります。削除しないと、ディスクサイズの増加オプションはグレー表示されま

す。『Working with Snapshots』を参照してください。

手順

ステップ 1 ディザスタリカバリシステム（DRS）のバックアップを実行します。

ステップ 2 （任意） 9.x以前からのアップグレードで、更新アップグレードの容量要件を満たすために
vDisk領域を増やす必要がある場合は、次の COPファイルをインストールします。
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ciscocm.vmware-disk-size-reallocation-<latest_version>.cop.sgn

ステップ 3 仮想マシンをシャットダウンします。

ステップ 4 必要に応じて仮想マシンの設定を変更します。

a) 新しいリリースの要件に合わせて、ゲスト OSのバージョンを変更します。
b) vCPUを変更するには、vSphereクライアントで変更を行います。必ず、新しいリリースの
仕様に合わせて予約値を変更してください。

c) vRAMを変更するには、vSphereクライアントで変更を行います。必ず、新しいリリース
の仕様に合わせて予約値を変更してください。

d) vDisk領域を増やすには、vSphereクライアントを使用してストレージサイズを編集しま
す。仮想マシンに 2台のディスクがある場合は、2番目のディスクを拡張します。

仮想マシンを再起動すると、共通パーティションに新しい領域が自動的に追加されます。

アップグレードを完了させるために追加の容量が必要な場合にのみ、ディスクサ

イズを変更する必要があります。ディスク容量は OVAテンプレートの Readme
ファイルで指定されます。

ディスクサイズを拡大して共通パーティションに領域を追加しても、システムの

ユーザキャパシティは増加しません。システムのユーザ容量を拡張する必要があ

る場合は、シングルディスクの仮想マシンからマルチディスクの仮想マシンに移

行する必要があります。

vDiskを縮小したり、vDiskの数量を変更する必要がある場合は、vDiskを再イン
ストールするか、新しい vDiskをインストールする必要があります。

（注）

e) vSphereクライアントでは、ネットワークアダプタが、VMXNET 3アダプタタイプを使用
するように設定されていることを確認します。ネットワークアダプタが、別のタイプに設

定されている場合は、変更します。

vSphereクライアントを使用した設定の変更については、製品のユーザマニュアルを参照して
ください。

ステップ 5 アップグレードを続行し、仮想マシンの電源をオンにします。

単一から複数の vDisk仮想マシンへの移行
複数の vDiskが必要な、より大型の仮想マシン（VM）の導入に移行する場合、次の手順を実
行します。この手順を完了した後、仮想マシン構成仕様の変更（5ページ）で仕様がリリー
スの要件を満たしていることを確認する必要があります。

手順

ステップ 1 既存の仮想マシン（VM）のバックアップを実行するには、ディザスタリカバリシステム
（DRS）を使用します。
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ステップ 2 既存の VMの電源をオフにしてネットワークから削除します。

ステップ 3 適切な OVAテンプレートを使用して、正しいユーザ数で新しい VMを導入します。

ステップ 4 同じホスト名と IPアドレスを使用して、新しいVM上でインスタントメッセージングとプレ
ゼンスまたは Unified Communications Managerの同じソフトウェアリリースの新規インストー
ルを実行します。

ステップ 5 新しい VMの DRSの復元を実行します。
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