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概要

この資料に Cisco ビデオ サーベイランス サーバ（VSM）のグラフィカル ユーザ インターフェイ
ス （GUI）および Command Line Interface （CLI）ログイン アカウント リセットする方法をパ
スワード 6.x/7.x 説明されています

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco ビデオ サーベイランス サーバ 6.x および 7.x に基づいて
います

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

VSM 7.x サーバの管理者アカウント パスワードを変えて下さい

VSOM 7.2 およびそれ以降

VSM デフォルト admin にビデオ監視 オペレーションマネージャ（VSOM）管理者ユーザのパス
ワードを変えるために 7.2 を使うとスクリプトは追加されます。



 ステップ 1.セキュア シェル（SSH）セッションを Cisco ビデオ サーベイランス サーバに PuTTy
のようなアプリケーションによって設定し、localadmin アカウントと認証して下さい。

 ステップ 2.スーパ ユーザ モードに変更するためにコマンド sudo SU を-実行して下さい。

ステップ 3.パスワードを変更するためにある特定のコマンドを実行して下さい。

Linux: | # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

これは admin にパスワードを変更します。

 ステップ 4.望ましいパスワードにパスワードを変更する VSOM の GUIインターフェイスへのロ
グイン。

VSOM 7.0

VSOM のための管理者 パスワードを忘れている場合、パスワードを Cisco123 にログオンによっ
て VSOM サーバ コマンド ラインに「localadmin として」変え、ステップに従って下さい:

ステップ 1. SSH セッションを Cisco ビデオ サーベイランス サーバに PuTTy のようなアプリケ
ーションによって設定し、localadmin アカウントと認証して下さい。

  

ステップ 2.スーパ ユーザ モードに変更するためにコマンド sudo SU を-実行して下さい。



  

ステップ 3.パスワードを変更するためにある特定のコマンドを実行して下さい。

Linux: | # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql - S
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom - e 「アップデート userinfo set password
= 'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07 NAME = 「admin」; "」

これは VSOM に Cisco123 のための管理者アカウント パスワードを変更します 。

GUI ログインのための VSM 6.x サーバのリセット Root アカウン
ト パスワード

VSM 6.x の GUI ルートパスワードは CLI Linux ルートログイン パスワードと異なっています。

ステップ 1. SSH セッションを Cisco ビデオ サーベイランス サーバに PuTTy のようなアプリケ
ーションによって設定し、root アカウントと認証して下さい。 デフォルト root アカウント パス
ワードは secur4u です。



 ステップ 2. mysql に接続し、mysql コマンドを実行して下さい。

図に示すように mysql プロンプトが表示されます。

ステップ 3.コマンド 使用 bas による bas データベースへの接続応答;



ステップ 4.ある特定のコマンドの使用の root アカウントのためのパスワードを変更して下さい:

bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" をところで ID = 1 アップデー
トして下さい;

このコマンドは secur4u にパスワードを変更します。

または

bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" をところで ID = 1 アップデー
トして下さい;

このコマンドは Cisco123 にパスワードを変更します。

VSM 7.x の localadmin パスワードを変更して下さい

ステップ 1. SSH セッションを Cisco ビデオ サーベイランス サーバに PuTTy のようなアプリケ
ーションによって設定し、localadmin アカウントと認証して下さい。

  

ステップ 2.次にパスワード コマンドを入力し、現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力
して下さい。



VSM 6.x の CLI ルートパスワードを変更して下さい

  

VSM 6.x の Linux にログインするのに使用される CLI ルートパスワードが GUI ルートログイン
パスワードと異なっています。

  

ステップ 1. SSH セッションを PuTTy のようなアプリケーションの Cisco ビデオ サーベイランス
サーバに設定し、root アカウントと認証して下さい。 デフォルト root アカウント パスワードは
secur4u です。

   

呼び出します。 ルートパスワードを変更するのにコマンド パスワードを使用して下さい。
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