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概要

この資料は Webインターフェイスによって Cisco TelePresence Conductor のリリース キーのイ
ンストールを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

TelePresence Conductor インストール

Webインターフェイスによって到達可能である Cisco TelePresence Conductor のインストールに
成功し、有効なIP アドレスを適用しました。

に適用し、Conductor シリアル番号のためのリリース キーを受け取りました。

Webインターフェイスによって管理者アカウントの Conductor にアクセスできて下さい。

Firefox、Internet Explorer、Chrome などの Web ブラウザを使用していること。

注: Conductor インストール ガイドはここに見つけることができます:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-
installation-guides-list.html

使用するコンポーネント

//www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html


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。

Cisco TelePresence Conductor リリース xc4.3

Cisco TelePresence Conductor リリース: xc2.X、xc3.X および xc4.X。

リリース キーが付いているライセンス メールおよびまたは Upgrade 鍵。

Firefox、Internet Explorer、Chrome などの Web ブラウザ。 すべては同様にうまくはたらく必要
があります。

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。

設定

Webインターフェイス Release 鍵インストール例

2 つのオプションがあります:

オプション 1、リリース キーを設定できます。

オプション 2、アップグレード プロセスの一部としてリリース キーを追加できます。

どちらかのオプション作業およびアップグレードオプションに次に先行している一定オプション
を最初に示します。

注: オプションは両方とも Conductor 再始動を必要とします。

一定オプション

ステップ 1： Cisco TelePresence Conductor をインストールしたら、シリアル番号を PAK およ
びシリアル番号を使用してリリース キーに適用されて持てば、リリース キーおよびオプション
キーが含まれていないかもしれないしまたはそうではないかもしれない Cisco 認可チームからラ
イセンス メールを受信します。 メール例では、サンプル リリース キーを表示できます。 

注: PAK の例については、このドキュメントの対象外です。

メールの例



ステップ 2： Conductor の IP アドレス 完全修飾ドメイン名 （FQDN）を入力して下さい。
Status ページ Conductor に連れて来る管理者アカウントのログイン:



ステップ3： メンテナンス > オプション キー ページにナビゲートし、Release 鍵 セクションに
注意して下さい。

注: これが新しいインストールである場合、ブランク リリース キー フィールドがあります
。

注: Release 鍵 フィールドは既存の Conductor インストールのためにデータ入力されます。
、リリース キーをインストールすればのにアップグレード プロセスを使用すれば。

注: 既存のインストールでは、リリース キーは xc3.X に xc4.X のような主要なバージョンア
ップグレード間のだけマイナーなバージョンアップグレードの間で、変更しません。

Release 鍵値を Release 鍵 フィールドに入力し、リリース キーを『Set』 をクリック して下さ
い:

ステップ 4： 実施されるためにリリース キーのための Conductor を再起動するためにプロンプト
表示するオプション キー ページの上で現われるバナーに注意して下さい。 Conductor を再起動
するために再始動 リンクをクリックして下さい。 Conductor を再起動するためにそれに続くプロ
ンプトに従って下さい:



アップグレードオプション

注: この資料はローカル コンピュータに Conductor ソフトウェアアップグレード イメージ
をダウンロードしたことを仮定します。

ステップ 1： 次に Webインターフェイスから、前にとしておよびアップグレードしますメニュー
ポップアップで『Maintenance』 をクリック して下さい:

ステップ 2： Upgrade 画面で、アップグレード コンポーネント セクションを見ます。

注: この資料はローカル コンピュータに Conductor ソフトウェアアップグレード イメージ
をダウンロードしたことを仮定します。

ダウンロードされた Conductor アップグレード イメージを見つけるために『Browse』 をクリッ
ク して下さい。 プロンプト表示された場合 Release 鍵 フィールドに Release 鍵値を入力して下
さい:



 ステップ3： [Upgrade] ボタンをクリックします。 プロセスからまたは開始しなければなりませ
ん続き、ナビゲートしないプロセスを視聴して下さい。 イメージはアップロードします、そして
インストールします。 プロンプト表示された場合『Restart』 をクリック して下さい。

ステップ 4： Conductor が再起動したらリリース キーがきちんとインストールしたことを確認し
て下さい。 注意されるこの資料の Verify セクションで 2 つのメソッドを使用して下さい。

確認

Release 鍵 インストールの Webインターフェイス 確認:

Webインターフェイスにインストールされるリリース キーを確認できる 2 つの方法があります:

オプション 1： Options 鍵 ページを以前に注意されるとして検知 し、Release 鍵 フィールドを
チェックして下さい:



オプション 2： 以前に注意されるように Upgrade ページをチェックして下さい:

トラブルシューティング

Conductor にリリース キーをインストールするとき問題を持たないで下さい。 である障害のため
のほとんどのコモン コーズ アップグレードするときオプション キーを Conductor の Release 鍵
フィールドで入力するか、またはオプション キーを入力して下さい。 この記事の始めに引用され
るメール例はリリース キーに加えてオプション キーを示したものです。 エラーは再始動の後だ
けで示すオプション キーが Release 鍵 フィールド「無効なリリース キー」で入ると発生します:



その他のタイプの障害については、Cisco TAC にお問い合わせください。
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