
シーケンスルールと時間要件

この情報は、シーケンスと時間要件に関する情報が必要な場合にのみ使用してください。

•アップグレードの手順および時間要件（1ページ）
•アップグレードの時間の要件（5ページ）

アップグレードの手順および時間要件
アップグレード手順を実行する順序は、導入および、アップグレードを完了するために必要な

時間とユーザへの影響レベルとのバランスをどのように取るかによって異なります。アップグ

レードプロセスを実行する準備が整う前に、次の手順を特定する必要があります。

このセクションの情報は、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直接アップグレードを実行する場合にのみ適用されます。PCDの
移行には、このステップは必要ありません。

バージョンの切り替えの理解

ノードをアップグレードすると、新しいソフトウェアが非アクティブなバージョンとしてイン

ストールされます。新しいソフトウェアをアクティブにするには、新しいソフトウェアバー

ジョンにノードを切り替える必要があります。新しいソフトウェアバージョンに切り替えるに

は、次の 2つの方法があります。

•自動切り替え：アップグレードプロセスの一部として自動的にバージョンを切り替えま
す。

•手動切り替え：アップグレードプロセスが完了した後、OSの管理インターフェイスを使
用してバージョンを自分で切り替えます。

どちらの方法を選択するかは、実行するアップグレードのタイプに応じて異なります。アップ

グレードプロセス中、再起動してアップグレード済みパーティションにソフトウェアバージョ

ンを自動的に切り替えるか、後で手動でバージョンを切り替えるかについて、ウィザードから

選択を求められます。次の表は、アップグレードの各タイプに使用する切り替え方式を示して

います。
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結果要求に応じて

選択. .
切り替えタイ

プ

アップグレー

ドタイプ

このオプションを選択した場合、システムが

リブートして新しいソフトウェアバージョン

になります。

アップグレー

ドされたパー

ティションを

リブート

（Reboot to
Upgraded
Partition）

自動

（Automatic）
標準アップグ

レード

このオプションを選択した場合、アップグレー

ドが完了すると、古いソフトウェアバージョ

ンが引き続き実行されます。新しいソフトウェ

アに手動で後で切替えるできます。

アップグレー

ド後にリブー

トしない（Do
not reboot after
upgrade）

手動

（Manual）

このオプションは、段階的に更新アップグレー

ドを実行する場合にのみ使用します。このオ

プションを選択した場合、アップグレードが

完了すると、システムがリブートして古いソ

フトウェアバージョンが実行されます。後で

新しいソフトウェアに手動で切り替えます。

このアップグレード方式を使用する場合は、

サブスクライバノードをアップグレードする

前に、パブリッシャノードを新しいソフトウェ

アバージョンに切り替える必要があります。

アップグレー

ド後に新バー

ジョンに切り

替えない（Do
not switch to
new version
after upgrade）

手動

（Manual）
更新アップグ

レード

アップグレード後に、ソフトウェアバージョ

ンを使用する場合、このオプションを選択し

ます。

アップグレー

ド後に新バー

ジョンに切り

替える

（Switch to
new version
after upgrade）

自動

（Automatic）

アクティブパーティションにあるアップグレードバージョンにスイッチのバージョンと設定

情報は自動的に移行されます。

何らかの理由でアップグレードを元の状態に戻す場合は、ソフトウェアの以前のバージョンが

ある非アクティブパーティションからシステムを再起動できます。ただし、ソフトウェアの

アップグレード後に行った設定の変更はすべて失われます。

UnifiedCommunicationsManagerのインストール後の短期間、または別の製品バージョンにアッ
プグレードして切り替えた後の短期間、電話機ユーザによる変更がすべて失われることがあり

ます。電話機ユーザが行う設定には、コール転送の設定やメッセージ待機インジケータライト

の設定などがあります。この現象は、インストール後またはアップグレード後に Unified
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CommunicationsManagerによってデータベースが同期されるために発生します。同期の結果、
電話機ユーザによる設定の変更が上書きされる場合があります。

推奨手順（更新アップグレード）

次の表に、更新アップグレードを実行するための推奨手順を示します。この方法により、アッ

プグレードの時間と影響を最小限に抑えることができます。

表 1 :更新アップグレードを実行するための推奨手順

IM and Presence ServiceノードUnified Communications Managerノード順序

—パブリッシャノードを新しいソフトウェ

アバージョンにアップグレードします。

新しいソフトウェアが非アクティブになり

ます。

1

Unified Communications Managerサ
ブスクライバノードと並行して IM
and Presenceデータベースパブリッ
シャノードをアップグレードしま

す。

セカンダリサブスクライバノードを並行

してアップグレードします。新しいソフト

ウェアが非アクティブになります。

2

サブスクライバノードをアップグ

レードします。新しいソフトウェア

が非アクティブになります。

プライマリサブスクライバノードのアッ

プグレード

3

—パブリッシャノードのソフトウェアバー

ジョンを切り替えて再起動します。新しい

ソフトウェアがアクティブになります。

4

データベースパブリッシャノード

のソフトウェアバージョンを切り

替えて再起動します。新しいソフト

ウェアがアクティブになります。

セカンダリサブスクライバノードのソフ

トウェアバージョンを並行して切り替え

て再起動します。

5

サブスクライバノードのソフトウェ

アバージョンを並行して切り替え

て再起動します。新しいソフトウェ

アがアクティブになります。

プライマリサブスクライバノードのソフ

トウェアバージョンを並行して切り替え

て再起動します。

6

データベースレプリケーションが

完了し、パブリッシャノードとす

べてのサブスクライバノードとの

間で機能していることを確認してく

ださい。

続行する前に、データベースレプリケー

ションが完了し、パブリッシャノードと

すべてのサブスクライバノードとの間で

機能していることを確認してください。

7
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シーケンシングルール

UnifiedCMOSAdminのインターフェイスまたはPCDのアップグレードタスクを使用してアッ
プグレードを実行する予定がある場合は、次のシーケンシングルールが考慮されていることを

確認する必要があります。

•アップグレードする最初のノードは、Unified Communications Managerパブリッシャノー
ドにする必要があります。新しいソフトウェアは非アクティブバージョンとしてインス

トールされています。

•パブリッシャノードが新しいソフトウェアの非アクティブなバージョンでアップグレード
されたら、すぐに Unified Communications Managerサブスクライバノードのアップグレー
ドを開始できます。

•いずれかのサブスクライバノードのソフトウェアバージョンを切り替える前に、Unified
CommunicationsManagerデータベースパブリッシャノードを新しいソフトウェアバージョ
ンに切り替えてリブートする必要があります。パブリッシャノードは、新しいソフトウェ

アバージョンに切り替えてリブートする最初のノードである必要があります。

•サブスクライバノードのグループをアップグレードする場合は、ソフトウェアバージョ
ンを切り替えてリブートした後、すべてのサブスクライバノードでデータベースレプリ

ケーションが完了するまで待ってから、COPファイルのインストールや設定の変更に進む
必要があります。

• Unified CommunicationsManagerノードをメンテナンスリリース（MR）またはエンジニア
リングスペシャル（ES）リリースにアップグレードし、インスタントメッセージングと
プレゼンスノードをアップグレードしない場合は、UnifiedCommunicationsManagerのアッ
プグレードが完了した後に、すべての IMandPresenceノードをリブートする必要がありま
す。

• Unified Communications Managerに加えてインスタントメッセージングとプレゼンスノー
ドもアップグレードする場合は、次のルールを考慮する必要があります。

•アップグレードする最初のインスタントメッセージングとプレゼンスノードは、イ
ンスタントメッセージングとプレゼンスデータベースパブリッシャノードにする必

要があります。新しいソフトウェアは非アクティブバージョンとしてインストールさ

れています。

•パブリッシャノードが新しいソフトウェアの非アクティブなバージョンでアップグ
レードされたら、すぐにインスタントメッセージングとプレゼンスサブスクライバ

ノードのアップグレードを開始できます。

•すべてのUnifiedCommunicationsManagerのノードが非アクティブなバージョンにアッ
プグレードされるまで待ってからインスタントメッセージングとプレゼンスデータ

ベースパブリッシャノードをアップグレードすることも、並行してアップグレード

することもできます。並行してアップグレードする場合は、Unified Communications
Managerサブスクライバノードのアップグレードと同時にインスタントメッセージ
ングとプレゼンスデータベースパブリッシャノードのアップグレードを開始します。
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•インスタントメッセージングとプレゼンスノードのバージョンを切り替える前に、
すべての Unified Communications Managerノードを新しいソフトウェアバージョンに
切り替えてリブートする必要があります。これは、パブリッシャノードから開始する

必要があります。

•インスタントメッセージングとプレゼンスサブスクライバノードのソフトウェア
バージョンを切り替える前に、インスタントメッセージングとプレゼンスデータベー

スパブリッシャノードを新しいソフトウェアバージョンに切り替えてリブートする

必要があります。

•インスタントメッセージングとプレゼンスサブスクライバノードのグループをアッ
プグレードする場合は、ソフトウェアバージョンを切り替えてリブートした後、すべ

てのサブスクライバノードでデータベースレプリケーションが完了するまで待って

から次へ進む必要があります。

•インスタントメッセージングとプレゼンスノードをメンテナンスリリース（MR）また
はエンジニアリングスペシャル（ES）リリースにアップグレードし、UnifiedCommunications
Managerノードをアップグレードしない場合は、次の追加のシーケンシングルールが適用
されます。

• Unified CM OSの管理インターフェイスを使用したアップグレードでは、Unified
CommunicationsManagerパブリッシャノードをアップグレードしてから、インスタン
トメッセージングとプレゼンスノードをメンテナンスリリース（MR）またはエン
ジニアリングスペシャル（ES）リリースにアップグレードする必要があります。

• Prime Collaboration Deploymentの移行タスクを使用する場合は、インスタントメッ
セージングとプレゼンスノードに加えて、Unified Communications Managerパブリッ
シャノードを選択する必要があります。

• Prime Collaboration Deploymentのアップグレードタスクを使用する場合は、インスタ
ントメッセージングとプレゼンスの新しいバージョンの最初の 3桁が、現在インス
トールされている Unified Communications Managerのバージョンの最初の 3桁と一致
していれば、Unified Communications Managerパブリッシャノードを選択する必要は
ありません。

アップグレードの時間の要件
ソフトウェアのアップグレードに必要な時間は一定ではなく、いくつかの要因によって異なり

ます。以降のセクションの情報を使用して、アップグレードプロセスを最適化するために実行

できるステップを理解してください。また、次のセクションでは、アップグレードの時間の要

件を予測するための情報および例を示しています。
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アップグレードの時間要件に影響する要因

次の表は、アップグレードに必要な時間に影響する要因を示しています。システムがこれらの

条件を満たしていることを保証することによって、アップグレードに必要な時間を短縮するこ

とができます。

表 2 :時間要件に影響する要因

説明項目

時間要件は、NTPサーバ、DNSサーバ、LDAPディレクトリお
よびその他のネットワークサービスなどの外部サービスおよび

ツールが、パケットが破棄されずに、できるだけ短い応答時間で

到達可能な場合に軽減されます。

ESXiサーバとUnified CommunicationsManagerパブリッシャノー
ドは、同じNTPサーバを指すように設定することを推奨します。

VMでの時刻同期の問題によるアップグレードの失敗
を回避するには、次のリンクで説明されている回避策

を使用して、VMの NTP同期を ESXi hostとの間で無
効にします。http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/
search.do?language=en_
US&cmd=displayKC&externalId=1189

（注）

外部サービスおよびツール

ISOイメージの DVDを用意するか、ISOイメージをダウンロー
ドしてUnified CommunicationsManagerおよびインスタントメッ
セージングとプレゼンス仮想マシン（VM）と同じ LAN上にス
テージングしておくと、時間の短縮になります。

アップグレードイメージの

アクセシビリティ
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説明項目

仮想マシン設定は、アップグレードの時間要件に影響します。導

入サイズに適した仮想マシンの仕様を使用します。データベース

が、仮想マシンの設定の制限を超えると、アップグレードプロ

セスが完了または失敗するまでに時間がかかります。たとえば、

VM設定のデバイスが多すぎると、アップグレードに影響しま
す。

システムヘルス

メモリまたはメモリリークが少ないと、アップグレードに影響

します。

ノード間のラウンドトリップタイム（RTT）により、必要な時
間が延長されます。

データベースに OutOfSynch（OOS）テーブルがないことを確認
します。

UnifiedCommunicationsManagerノードでSDリンクのサービス停
止イベントがないことを確認します。これらのイベントは通常、

アップグレードプロセスを開始する前に、対応する必要がある

ネットワークの問題を示しています。

システムエラーは、アップグレードの時間に影響を与える可能

性があります。リアルタイムモニタリングツール（RTMT）イ
ンターフェイスでは、左側のナビゲーションウィンドウの [ア
ラートセントラル（AlertCentral）]をダブルクリックし、エラー
がないことを確認します。

シーケンスルールと時間要件
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説明項目

アップグレード時間は、インフラストラクチャが大容量で低遅延

に設定されている場合、およびその他のトラフィックからの競合

が少ない場合に短縮されます。たとえば、次のことを確認するこ

とによって、アップグレードプロセスを最適化できます。

•同じ ESXiホスト、同じダイレクトアタッチドストレージ
（DAS）ボリューム、同じ論理ユニット番号（LUN）、ま
たは同じ輻輳のネットワークリンクを共有する VMからの
インフラストラクチャのボトルネックはありません。

•ストレージの遅延は、www.cisco.comgovirtualized-collaboration
で指定された要件を満たしています。

•物理的なCPUコアと仮想化の設計が、UnifiedCommunications
Managerおよびインスタントメッセージングとプレゼンス
の仮想化の要件に準拠しています。VMでホストリソース
を共有することによって CPUをオーバーサブスクライブし
ないでください。論理コアまたはリソース予約を使用しま

す。

• 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の仮想マシンが同じホスト上にあ

るか、それらの間に位置する 1GbE LAN上のホストに存在
し、他のトラフィックからの競合はわずかです。

•クラスタがWAN上にある場合、http://www.cisco.com/c/en/us/
support/unified-communications/unified-communications-system/
products-implementation-design-guides-list.htmlのシスココラボ
レーションシステムソリューションリファレンスネット

ワークデザイン（SRND）に記載されているすべての帯域幅
および遅延規則に従っていることを確認します。

物理および仮想ハードウェ

アインフラストラクチャ

次のような不要なファイルを消去してアップグレードの時間を短

縮します。

•呼詳細レコード（CDR）記録

• TFTPファイル、ファームウェア、およびログファイルなど
の古いファイル

システム性能
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説明項目

インスタントメッセージングとプレゼンスノードでは、アップ

グレード中のシステムの安定性を維持するために、アップグレー

ドプロセスのスロットリングが行われます。スロットリングに

より、アップグレードの完了に必要な時間が増加することがあり

ます。スロットリングを無効にして、アップグレードの実行にか

かる時間を短縮することはできますが、システムのパフォーマン

スが低下することがあります。

スロットリング

最小時間要件の予測

次の表は、最適な条件下でのアップグレードプロセスの各タスクに予測される最小経過時間を

示しています。アップグレードの時間は、ネットワークの状態および次のアップグレード手順

によって、この表に記載されている時間よりも長くなることがあります。

アップグレードプロセスを開始すると、アップグレードが完了し、すべてのアップグレード後

の作業を実行するまで、設定を変更することはできません。次のような設定変更が含まれま

す。

• 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グラ
フィカルユーザインターフェイス（GUI）、コマンドラインインターフェイス（CLI）、
または AXL APIを使用して行われた変更

• Oracle LDAPからUnified Communications Managerにプッシュされる増分同期などの LDAP
同期

•自動化されたジョブ

•自動登録しようとしているデバイス

（注）

表 3 :アップグレードタスクに必要な最小時間

サービスへの影響最小時間タスク

更新アップグレード：

UIへのアクセスなし。
2～ 4時間

更新アップグレードの

場合は、1時間長くな
ります。

Unified Communications Managerパブリッシャ
ノードを非アクティブなバージョンにアップ

グレードする
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サービスへの影響最小時間タスク

更新アップグレード：

バックアップ加入者が

設定されていない場合

は、電話機は使用でき

ません。

1～ 2時間Unified Communications Managerサブスクライ
バノードを非アクティブなバージョンにアッ

プグレードする

—30分Unified Communications Managerパブリッシャ
ノードを新しいソフトウェアバージョンに切

り替えてリブートする

標準アップグレード：

バックアップ加入者が

設定されていない場合

は、電話機は使用でき

ません。

30分Unified Communications Managerサブスクライ
バノードを新しいソフトウェアバージョンに

切り替えてリブートする

電話機はダイヤルトー

ンで使用できますが、

アップグレードが完了

するまではエンドユー

ザ機能は使用できませ

ん。

小規模クラスタまたは

小規模データベースを

使用して導入する場合

は 30分。

メガクラスタまたは大

規模データベースの場

合は 2時間。

WAN遅延が
80ミリ秒以
上になる

と、これら

の時間が大

幅に長くな

る可能性が

あります。

（注）

Unified Communications Managerデータベース
のレプリケーション

L2アップグレード時に
は電話サービスと IM
and Presenceのどちら
にも影響はありません

IM and Presenceは更新
アップグレードの場合

にのみ影響を受けます

2～ 4時間

更新アップグレードの

場合は、1時間長くな
ります。

インスタントメッセージングとプレゼンス

データベースパブリッシャノードを非アク

ティブなバージョンにアップグレードする

シーケンスルールと時間要件
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サービスへの影響最小時間タスク

バージョンの切り替え

中は、L2か更新アップ
グレードかに関わら

ず、電話サービスは動

作を継続しますが、IM
and Presenceは影響を
受けます

1～ 2時間インスタントメッセージングとプレゼンスサ

ブスクライバノードを非アクティブなバー

ジョンにアップグレードする

IM and Presenceの高可
用性が無効になってい

ます。

Jabberは使用できませ
ん。

30分インスタントメッセージングとプレゼンスパ

ブリッシャノードを新しいソフトウェアバー

ジョンに切り替えてリブートする

IM and Presenceの高可
用性が無効になってい

ます。

Jabberは使用できませ
ん。

30分インスタントメッセージングとプレゼンスサ

ブスクライバノードを新しいソフトウェア

バージョンに切り替えてリブートする

IM and Presenceの高可
用性が無効になってい

ます。

Jabberは使用できませ
ん。

小規模クラスタまたは

小規模データベースを

使用して導入する場合

は 30分。

メガクラスタまたは大

規模データベースの場

合は 2時間。

WANに遅延
があると、

これらの時

間が大幅に

長くなる可

能性があり

ます。許容

されるWAN
の最大遅延

時間は 80m
です。

（注）

インスタントメッセージングとプレゼンス

データベースのレプリケーション

シーケンスルールと時間要件
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例

このセクションの例は、次のアップグレードのシナリオに基づいています。

• Unified Communications Managerノードとインスタントメッセージングとプレゼンスノー
ドを含むメガクラスタ

• 75,000ユーザ

•次のリンクに記載されているように、正常でありアップグレード用に最適化されたシステ
ム。アップグレードの時間要件に影響する要因（6ページ）

例：最小時間での更新アップグレードの時間の要件

この例では、最低限の時間がかかる更新アップグレードを実行する場合の最小時間の要件の計

算方法の例を示します。このアプローチでは、ネットワークのサービスへの影響が最も大きく

なります。

表 4 :例：最小時間での更新アップグレードの時間の要件

最小予測時間タスク

4～ 5時間UnifiedCommunicationsManagerパブリッシャノードを新しい
ソフトウェアバージョンにアップグレードします。新しいソ

フトウェアが非アクティブになります。

1

1～ 2時間UnifiedCommunicationsManagerサブスクライバノードを並行
してアップグレードします。新しいソフトウェアが非アク

ティブになります。

2

3～ 4時間インスタントメッセージングとプレゼンスデータベースパ

ブリッシャノードを新しいソフトウェアバージョンにアッ

プグレードします。新しいソフトウェアが非アクティブにな

ります。

3

1～ 2時間インスタントメッセージングとプレゼンスサブスクライバ

ノードを並行してアップグレードします。新しいソフトウェ

アが非アクティブになります。

4

30分UnifiedCommunicationsManagerパブリッシャノードのソフト
ウェアバージョンを切り替えてリブートします。

5

30分UnifiedCommunicationsManagerサブスクライバノードのソフ
トウェアバージョンを並行して切り替えてリブートします。

[6]

2時間Unified Communications Managerのサブスクライバノードの
データベースレプリケーションが完了するまで待機します。

7
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最小予測時間タスク

30分インスタントメッセージングとプレゼンスデータベースパ

ブリッシャノードのソフトウェアバージョンを切り替えて

リブートします。

8

1～ 2時間インスタントメッセージングとプレゼンスサブスクライバ

ノードのソフトウェアバージョンを並行して切り替えてリ

ブートします。

9

2時間インスタントメッセージングとプレゼンスのサブスクライ

バノードのデータベースレプリケーションが完了するまで

待機します。

10

15.5～ 20.5時間[Total]

クラスタ規模のアップグレード（直接標準)の例

ここでは、メガクラスタ展開を想定して、Cisco Unified Communications Managerおよび IM and
PresenceServiceのクラスタ全体のアップグレードにかかる時間の例を示します。クラスタ全体
のアップグレードでは、タスクの多くが並行して同時に実行されることに注意してください。

そのため、[タスクの所要時間（Time for Task）]カラムは線形和ではありません。

表 5 :クラスタ全体のアップグレードの例 -メガクラスタ展開

タスクの所要時間タスク

0.5時間アップグレード準備 COPファイルの実行（アップグレー
ド前）

1

6.5時間クラスタのアップグレード2

1.5時間バージョンの切り替えとリブート（メンテナンスウィン

ドウが必要）

3

0.5時間アップグレード準備 COPファイルの実行（アップグレー
ド後）

4

合計 9.0時間

（メンテナンスウィン

ドウの 1.5時間を含
む）

Totals

シーケンスルールと時間要件
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