Mobile and Remote Access（MRA）ライセンス
キー要件ガイド
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概要
このドキュメントでは、Mobile and Remote Access（MRA）ライセンス キーの要件を説明しま
す。

前提条件
要件
Cisco はこれらのトピックのナレッジがあることを推奨します:
●

●

●

●

●

Expressway シリーズおよびビデオ コミュニケーション コミュニケーション・サーバ
（VCS）シリーズ アプリケーション。
VCS シリーズまたは Expressway シリーズ サーバのインストールに成功し、Webインターフ
ェイスおよびか Command Line Interface （CLI）によって到達可能有効なIP アドレスを適用
しました。
.
管理者アカウントの Webインターフェイスにアクセスしました。
検討された「インストール Webインターフェイスおよび CLI 設定例による VCS オプション
キー」

●

●

●

●

●

●

●

VCS オプション キーをインストールして下さい
検討された「インストール Webインターフェイスおよび CLI 設定例による VCS リリース キ
ー」
VCS リリース キーをインストールして下さい
検討された「Webインターフェイスおよび CLI 設定例によって」Release 鍵 Cisco
Expressway シリーズ インストール
Release 鍵 Expressway シリーズをインストールして下さい
検討された「インストール Webインターフェイスおよび CLI 設定例による Expressway シリ
ーズ オプション キー」
Expressway シリーズ オプション キーをインストールして下さい
注: VCS 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: VCS インストレーシ
ョンガイド
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:
Expressway シリーズ インストレーションガイド

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。
Cisco VCS シリーズ バージョン X8.1 およびより高く。
Expressway シリーズ バージョン X8.1 およびより高く。
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 キーまたはリリース 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
ネットワーク図
Cisco はイメージに示すように二重 NIC VCS シリーズまたは Expressway シリーズ配置を推奨し
ます。

注: ここに見つけられるビデオ コミュニケーション サーバ配置に関する詳細（ページ。 6372）: 導入シナリオ

設定
これらのビデオ Webインターフェイス例はこの資料を補います:
VCS リリース キー インストール
VCS オプション キー インストール
Expressway Release 鍵インストール
Expressway Option 鍵インストール

必須キー
ビデオ コミュニケーション サーバー コントロールか Expressway -コア
●

●

制御のための X.8 VCS リリース キー
Expressway コアのための LIC-EXP-SERIES

ビデオ コミュニケーション コミュニケーション・サーバ- Expressway か Expressway -エッジ
●

●

●

VCS のための X.8 VCS リリース キー- Expressway
Expressway のための LIC-EXP-SERIES -エッジ
LIC-VCSE-E

オプションのキー
ビデオ コミュニケーション サーバー コントロールか Expressway -コア
●

LIC-EXP-RMS

ビデオ コミュニケーション コミュニケーション・サーバ- Expressway か Expressway -エッジ
●

LIC-EXP-RMS

●

●

●

LIC-VCS-DI /LIC-EXP-AN （推奨）
LIC-EXP-TURN
LIC-EXP-GWY

キー説明
X.8 ビデオ コミュニケーシ
ョン コミュニケーション・
サーバ リリース キー
LIC-EXP-SERIES
LIC-VCSE-E
** LIC-VCS-DI/LIC-EXP-AN

** LIC-EXP-RMS

** LIC-EXP-TURN
** LIC-EXP-GWY

アクティブ化 Cisco ビデオ コミュニケーション サーバ
有効 Expressway シリーズ
有効 Expressway-E 機能セット
Expressway エッジのための有効二重 NIC インターフェイス
Cisco Unified Communications Manager に登録されていないエンド
ポイントかアプリケーションに出入して同時 コールのために必要
とされる。 たとえば、ビジネス・ツー・ビジネス コール、Cisco
Collaboration Meeting Rooms、Cisco Jabber Guest および相互に
作用したコール（SIP、H.264 AVC への H.264 SVC への H.323）
有効 TURN リレー オプション
ゲートウェイ 機能（H323-SIP）を相互に作用する有効

注: Mobile and Remote Access 機能性のための必須を示します

確認
このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。
VCS シリーズ デバイスか Expressway シリーズ デバイスに必須 MRA オプションおよびリリー
ス キーを追加して下さい。 メンテナンス > オプション キーにナビゲート し、オプション キー
セクションで表示されるキーに注意して下さい。
注: VCS シリーズに関しては、リビュー インストールは Webインターフェイスによる VCS
オプション キーおよび CLI 設定例 VCS オプション キーをインストールします。
また Webインターフェイスおよび CLI 設定 ExampleInstall VCS リリース キーによってイ
ンストールを VCS リリース キー検討して下さい。
また Expressway シリーズのために、Webインターフェイスおよび CLI 設定例によって
Release 鍵 Cisco Expressway シリーズ リビュー インストールは Expressway シリーズ リ
リース キーをインストールし、Webインターフェイスおよび CLI 設定例インストール
Expressway シリーズ オプション キーによって Expressway シリーズ オプション キーをイ
ンストールします
注: この例は示し、Expressway シリーズ コア、エッジ デバイス。

Expressway-C

Expressway-E

注: Expressway シリーズ キー LIC-EXP-SERIES を追加することは Expressway シリーズ
デバイスの再起動を必要とします。

トラブルシューティング
このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。
Cisco VCS シリーズまたは Expressway シリーズにリリース 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もっとも一般的な原因アップグレードするときオプショ
ン キーをデバイスの 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。 エラーはオプション キーが Release 鍵フィールドで入るとき発生します:

VCS シリーズか Expressway シリーズは Release 鍵フィールドの値を受け入れます。 入る不正
確な値を用いるデバイスをリブートすればエラー「無効なリリース キー」を受け取ります:

このガイドの Requirements セクションにこの状態を修正するためにリビューのために推奨され
るガイドに記載のとおりリリース キーをインストールして下さい。
失敗の他のどの型の支援のための Cisco TAC を実行して下さい。

