
Webインターフェイスおよび CLI 設定例によっ
て Release 鍵 VCS をインストールして下さい 
目次

概要
前提条件
要件
使用するコンポーネント
設定
Webインターフェイス Release 鍵 インストール例
CLI Release 鍵 インストール例
確認
Release 鍵 インストールの Webインターフェイス 確認
Release 鍵 インストールの CLIインターフェイス 確認
トラブルシューティング

概要

この資料は Cisco ビデオ コミュニケーション サーバ（VCS）に Webインターフェイスおよび
Command Line Interface （CLI）によって Release 鍵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あることが推奨されます。

VCS 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 VCS 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、VCS シリアル番号のための Release 鍵 有効なを受け取りました。

Webインターフェイスか CLI によってルート（CLI によって）および管理者アカウント両方の
VCS にアクセスできて下さい。

Cisco.com から VCS 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ました。

注: 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/telepresence-video-
communication-server-vcs/products-installation-guides-list.html

使用するコンポーネント

//www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-guides-list.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/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。

VCS バージョン x8.6.1 および x8.7.3

VCS は x7.X および x8.X リリースを制御します

VCS Expressway 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 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。

PSCP （PuTTy セキュア コピー プロトコル クライアント）

---SCP をサポートするクライアントを使用できます。

Release 鍵の認可電子メールか Upgrade 鍵。

Webブラウザ。 この例では、Firefox は、Internet Explorer 使用され、Chrome は同様にうまくは
たらく必要があります。

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。

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、Release 鍵を設定できます。

オプション 2、アップグレード プロセスの一部として Release 鍵を追加できます。

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 VCS 再始動を必要とします。

注: オプションは両方とも同じ認可電子メール例を使用します。

オプション1 は、一定オプションを示します。 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。

ステップ 1： VCS 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
Release 鍵に適用されて持てば、Release 鍵 オプション キーが含まれてい、しまたはそうではな
いかもしれないチームを認可しているライセンス電子メールを Cisco から受信します。 電子メー



ル例では、この資料に使用する Release 鍵を表示できます。 

注: PAK の例はこの資料の範囲外にあります。

電子メール例

ステップ 2： Webブラウザと VCS の Webインターフェイスにアクセスして下さい。 管理者アカ
ウントのログインおよび VCS Status 画面に連れて行かれます。

注: 故意にこの資料の全体にわたって汚れるいくつかのディジット。



手順 3： 適切な画面へのナビゲート Release 鍵をインストールするため。 Maintenance タブ上
の彷徨い。



ステップ 4： メニューがポップアップするとき、キーを『Option』 をクリック して下さい:

ステップ 5： ブランク Release 鍵 フィールドがあったらこれが新しいインストール Release 鍵



 セクションを観察すればでしたり。 既存の VCS インストールのための Release 鍵 フィールド
は現在のバージョン キー値と事前に読み込まれます。 そのケースの Release 鍵を設定 する アッ
プグレードオプションを使用します。

注: Release 鍵は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
x7.X への x8.X のような主要なバージョン アップグレード間の変更だけ。

Release 鍵 フィールドに Release 鍵をコピー アンド ペーストして下さい:

ステップ 6： Release 鍵 フィールドに貼り付けられる Release 鍵を表示できます。



ステップ 7： この場合 Release 鍵を『Set』 をクリック して下さい:



ステップ 8： VCS を再起動するページの上でようであるプロンプトの再始動 ハイパーリンクを
クリックして下さい:



オプション 2: Release 鍵をインストールするアップグレードオプション

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 VCS 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 VCS 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:



手順 3： 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。
電子メールまたはこれがこの場合のようなマイナー な アップグレード、x8.6.1 から x8.7.3 にコ
ピー アンド ペーストして下さい、同じ画面からそれをコピー アンド ペーストして下さい:

ステップ 4： [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。

VCS が再起動したらリリース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。

CLI Release 鍵 インストール例



CLI によって Release 鍵をインストールして下さい。 SCP クライアント（Windows のコマンド
（CMD）の使用プロンプトからのこの例の PSCP および PuTTy のようなターミナル エミュレー
ションソフトウェア アプリケーションを含むこれは 2 一部プロセスです。

ステップ 1： 明白な ASCII テキストファイルに Release 鍵をコピーして下さい。 そこにです
Release 鍵値の前か後にスペース確認しないで下さい。 release-key.txt としてテキストエディタ
アプリケーション保存に Release 鍵をファイル コピーして下さい:

ステップ 2： コンピュータに同じディレクトリに release-key.txt ファイルおよび PSCP.exe を置
いて下さい。 そのディレクトリに Windows のコマンド（CMD）プロンプトを使用してナビゲー
ト し、VCS の一時ディレクトリに Release 鍵をコピーして下さい。 PSCP トランザクションの
ための root アカウントを使用して下さい。 プロンプト表示された場合 root アカウント パスワー
ドを入力して下さい。 100% によって示されるように完了する転送を確認して下さい。 次に例を
示します。



手順 3： にアップグレードしたいと思うここでは使用される 8.7.3 のようなイメージをコピーし
て下さい。 PSCP の使用上のこのイメージをコピーして下さい。 ステータスが 100% で示すこ
とを確認して下さい、ソフトウェア イメージは VCS にコピーし終え、VCS をリブートして準備
ができています:

ステップ 4： VCS に SSH セッションによって VCS をリブートして下さい。 PuTTy を開き、
VCS の IP アドレスを打ち込んで下さい。 開くために SSH をクリックして下さい:



ステップ 5： プロンプト表示された場合管理者アカウントの VCS にログイン 『Open』 をクリ
ック すれば。 プロンプト表示された場合管理者アカウント パスワードを入力して下さい。 VCS
をリブートする右のコマンドがあることを確認して下さい。 領域によって従われるコマンドを入
力すれば確認する疑問符はそれを訂正してもらいます。 VCS は xCommand ブートが VCS を再
起動することを確認します。 VCS をリブートするためにコマンド xCommand ブートを入力して
下さい。



それがリブートしているおよび PuTTy セッションは閉じます VCS フラッシュ。 この動作は接続
がとき VCS リブート終わるので正常です。 VCS はリブートするために約 5 分かかります。 完
全、この資料の Verify セクションに記載のとおり Webインターフェイスか CLI によって正しくイ
ンストールされる Release 鍵を確認して下さい。

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 Release 鍵を確認できる 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:



Release 鍵 インストールの CLIインターフェイス 確認

CLI に SSH セッションによって CLIインターフェイスによってインストールされる Release 鍵を
確認して下さい。 この資料で以前に注意される管理者アカウントのログイン。 そこに、コマンド
xStatus SystemUnit ソフトウェアを発行すれば。 アップグレードが正常であり、Release 鍵がイ
ンストールされていることを観察します:



トラブルシューティング

Cisco VCS に Release 鍵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 Option 鍵を VCS の Release 鍵 フィールドで
入力するか、または Option 鍵を入力して下さい。 この記事の始めに引用される電子メール例は
Release 鍵に加えてオプション キーを示したものです。 エラーは Option 鍵が Release 鍵 フィー
ルドで入るとき発生します:



VCS 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 VCS をリブート
すればエラー「無効 な Release 鍵」を受け取ります:

この conditon を訂正するためにこの資料に記載のとおり Release 鍵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。
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