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概要

この文書は Webインターフェイスおよび Command Line Interface （CLI）によって Cisco
Expressway シリーズ デバイスのオプション 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。

Expressway インストール

Webインターフェイスおよびか CLI によって到達可能である Expressway 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、Expressway シリアル番号のために有効なオプション キーを受け取りました。

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

Firefox、Internet Explorer または Chrome のような Webブラウザを使用しました。

注: Expressway シリーズ インストレーション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/unified-communications/expressway-series/products-
installation-and-configuration-guides-list.html

//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html


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。

Expressway バージョン x8.8.1

Expressway コア x7.X および x8.X リリース

Expressway エッジ x7.X および x8.X リリース

PuTTy （ターミナル エミュレーションソフトウェア）

---また、セキュア CRT のようなセキュア シェル（SSH）をサポートするターミナル エミュレー
ションソフトウェアを、TeraTerm 等使用する可能性があります。

オプション キーが付いているライセンス メール。

Firefox、Internet Explorer または Chrome のような 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。

設定

このビデオ Webインターフェイス例はこの資料を補います。

Webインターフェイス オプション キー インストール例

ステップ 1： Expressway 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
用してオプション 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
受け取ります。 メール例では、良い VCS デバイスについては Expressway シリーズ デバイスの
ために、メール検知 します同じをオプション キーの例を表示できます。 

注: PAK の例はこの資料の範囲外にあります。

メール例



ステップ 2：  Webインターフェイスへのログインおよびメンテナンス > オプション キーへのナ
ビゲート:

手順 3： ライセンス メールで受け取ったコピーし、追加オプション キーで入力し、オプション
を『Add』 をクリック して下さいオプション キーを:



注: 追加オプション キー フィールドのオプション キーを追加するように気を付けて下さい
。 よくある 間違いは Release 鍵フィールドのオプション キーを追加することです。 この
誤りはエラー状態という結果に終ります。

注: 追加したいと思うあらゆるオプション キーのためのこのプロセスを繰り返すことができ
ます。 追加されて、オプション キーはすぐに実施されます。 1 つの例外を除いて再起動が
必要となりません。 Option 鍵 Expressway シリーズは適用されたとき再起動を必要としま
す。

CLI オプション キー 設定例

ステップ 1： PuTTy を使用してセキュア シェル（SSH）セッションを開始して下さい。 IP
address 値 Expressway をホスト名（か IP アドレス）フィールドで入力し、SSH オプション ボ
タンをクリックし、『Open』 をクリック して下さい:



ステップ 2： 管理者アカウントのログインはプロンプト表示されたとき管理者アカウント パスワ
ードを入力し。

手順 3： コマンド xCommand OptionKeyAdd キーを入力して下さい: [オプション キー]:



注: 追加したいと思うあらゆるオプション キーのためのこのプロセスを繰り返すことができ
ます。 プロセスは Expressway 両方コアおよび Expressway エッジ デバイスのため同じで
す。

重要なキー

Expressway シリーズ オプション キーは VCS シリーズから Expressway シリーズに Virtual
Machine （VM）を変更します:

注: それに実施されるためにこのオプション キーを追加した後再起動が必要となります。
Expressway を再起動し、プロンプトに従うために再起動リンクをクリックして下さい。

横断サーバオプション キーは Expressway-E に Expressway C を回し、高度ネットワーキング オ
プション キーは二重 NIC 機能およびネットワークアドレス交換 機能を追加します:



Expressway C にコラボレーション エンドポイントを登録することを可能にする Expressway
x8.8.X で新しいライセンス余地システム オプション キーおよびデスクトップ システム オプショ
ン キーがあります。

確認

オプション キーがどのようにキー セクションで現在目に見える、システム情報セクションおよび
現在のライセンス セクションのアクティブなオプション追加され、かメンテナンス > オプション
キー ページおよび注意にナビゲートして下さい:



トラブルシューティング

注: これらのイメージは Expressway シリーズ デバイスのため VCS シリーズから、それ良
いです、です同じあります。

キーを追加すればエラーを見ます、「オプション キー」を追加することが不可能:

それが Option 鍵値であること正しく英数字チェーンをコピーすることを確認して下さい。
そこにでした余分なスペースまたは文字確認しないで下さい。

●

正しい Expressway にオプション キーを加えることを確認して下さい。 オプション キーは
デバイス シリアル番号に一致します。

●

追加します追加 Option 鍵フィールドおよびない Release 鍵フィールドのオプション キーを
確認して下さい。 Expressway は Release 鍵フィールドのオプション キーを受け入れ、再起
動のためにプロンプト表示します

●

注: Expressway にオプション キーを追加するとき、すぐに実施されます。 1 つのケースを
除いてすべてに再起動が必要となりません。 Expressway シリーズ オプション キーは VCS
シリーズから Expressway シリーズに Virtual Machine （VM）を変更します。 このオプシ
ョン キーは再起動を必要とします。

再起動の後で、バナー ポップアップしますエラー「無効なリリース キー」と観察して下さい:

リリース キーおよびオプション キーを正しいフィールドにインストールし、この問題を解決する
ために Expressway を再度再起動して下さい。

この資料の Troubleshoot セクションで文書化されています手順を確認した後エラーに出会ったら
Cisco TAC に連絡して下さい。
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