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概要

このドキュメントでは、C シリーズ コーデックの製品 ID を変更または変換するためにオプショ
ン キーを適用する方法について説明します。 

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

TC ソフトウェア ベースのエンドポイント。

C シリーズ コーデックまたは Profile エンドポイントをすでに正常にインストールし、Web イン
ターフェイスまたはコマンド ライン インターフェイス（CLI）経由で到達可能な有効な IP アド
レスを適用した。

デバイス シリアル番号に有効なオプション キーを含むライセンス電子メールをすでに要求して受
信した。

Web インターフェイスまたはコマンド ライン インターフェイス（CLI）で管理者アカウントを使
用して C シリーズ コーデックまたは Profile エンドポイントにアクセスしたことがある。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

TC エンドポイント ソフトウェア 7.X リリース。



TC エンドポイント ソフトウェア 7.3.2 リリース。 

C シリーズ コーデックまたは Profile エンドポイント。 

ターミナル ソフトウェア

---代わりに、PuTTY、セキュア CRT、TeraTerm などのセキュア シェル（SSH）をサポートする
端末エミュレーション ソフトウェアを使用することもできます。

オプション キーが含まれるライセンス メール。

Firefox、Internet Explorer、Chrome などの Web ブラウザ。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

C シリーズ コーデックおよび Profile エンドポイント用のライセンス製品 ID（PID）の例： 

C90 コーデックを含む Profile 65 Dual = LIC-P65DC90

C60 コーデックを含む Profile 65 Single = LIC-P65SC60

C60 コーデックを含む Profile 65 Dual = LIC-P55DC60

C40 コーデックを含む Profile 52 Single = LIC-P52SC40

C40 コーデックを含む Profile 42 Single = LIC-P42SC40

C20 コーデックを含む Profile 42 Single = LIC-P42SC20

C90 インテグレータ = LIC-INTP-C90

C60 インテグレータ = LIC-INTP-C60

C40 インテグレータ = LIC-INTP-C40

C20 クイック セット = LIC-C20 

注: Profile シリーズ エンドポイントでは、異なる C シリーズ コーデックが使用されます。
製品 ID を変更するには、エンドポイントのタイプを示すオプション キーを適用します。

設定

Web インターフェイス オプション キーのインストールの例

この Web インターフェイス サンプル ビデオはこのドキュメントを補足するものです。

ステップ 1：適切な製品 ID（PID）のオプション キーを含むライセンス電子メールを確認します



。このガイドでは、C60 コーデックを Profile 65 エンドポイントに変換します。

電子メールの例

 ステップ 2：管理者アカウントを使用して Web インターフェイスにログインし、[Maintenance]
> [Option Keys] に移動します。



ステップ 3：オプション キー値を [Add option key] フィールドに入力し、[Add Option Key] をク
リックします。



ステップ 4： [Maintenance] > [Restart] に移動します。 [Restart] をクリックします。

コマンド ライン インターフェイス（CLI）によるオプション キーのインストール
の例

ステップ 1：端末 SSH セッションを開いて、管理者アカウントでログインします。 

ステップ 2：次のコマンドを実行します。 xCommand SystemUnit OptionKey Add Key: [[Option
Key]

ステップ 3：次のコマンドを実行します。 xCommand Boot:

注: 通常は、オプション キーの値を入力した後、変更を有効にするために再起動する必要は
ありません。 [Poduct ID Option Key] の値を入力した後には、変更を有効にするために再起
動が必要です。



確認

エンドポイント Web インターフェイスのホームページの右上にあるバナーを調べて、製品タイ
プの表示が変化し、正しいデバイス タイプ（このガイドでは Cisco Profile 65）を示していること
を確認します。 [Product:] フィールドの値を [Home] > [System Information] > [General] >
[Product:] で調べます。 [Product:] フィールド値が変更され、正しいデバイス タイプ（このガイ
ドでは Cisco Profile 65）を示していることを確認します。



トラブルシューティング

注: 製品 ID キーは [Option Keys] ページに表示されません。これは想定された動作です。

注: 製品 ID オプション キーを適用した後、リブートが必要です。

すでにシステムに存在する製品 ID キーを適用します。これにより、次のエラーが発生します。 

Web ページ： "「Failed adding Option Key: Unspecified error」

CLI SSH： "「Invalid format, wrong product or already installed.」

注: 製品 ID オプション キーを追加した後、必ずコーデックを再起動してください。

キーの最初の 5 桁のコードがデバイス タイプと一致していることを確認します。

LIC-P65DC90 = 1P013
LIC-P65SC60 = 1P015
LIC-P55DC60 = 1P007
LIC-P52SC40 = 1P020
LIC-P42SC40 = 1P019
LIC-P42SC20 = 1P014
LIC-INTP-C90 = 1P001
LIC-INTP-C60 = 1P002



LIC-INTP-C40 = 1P011
LIC-C20 = 1P004

コードが一致しない場合は、正しいコードの製品 ID オプション キーを要求する必要があります
。 

このガイドの手順およびこのガイドの「トラブルシューティング」セクションを確認した後にエ
ラーが発生する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
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