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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 ビデオ
コミュニケーション サーバ（VCS）の Option 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 鍵有効の受け取りました●

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

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

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 x8.7.3●

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）●

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


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。

●

Option 鍵の認可電子メール。●

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

Webインターフェイス Option 鍵 インストール例

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、シリアル番号を持てば Product Authorization Key
（PAK）およびシリアル番号の使用を用いるオプション キーに適用されて、Release 鍵およびオ
プション キーが含まれている Cisco 認可チームからライセンス電子メールを受信します。 受け
取るものおよびオプション キーを見つける方法の例はここにあります。

注: PAK の例はこの資料の範囲外にあります。

例認可電子メール



ステップ 2.イメージに示すようにメンテナンス > オプション キーに管理者アカウントの Webイ
ンターフェイスに、ナビゲート ログイン して下さい。

ステップ 3. Option 鍵を受信したコピーし、追加 Option 鍵フィールドにそれを貼り付け、イメー
ジに示すようにオプションを『Add』 をクリック して下さい電子メールから。

注意： フィールドの Option 鍵を追加します Option 鍵を追加して下さい。 それはエラーを
引き起こす Release 鍵フィールドの Option 鍵を追加するよくある 間違いです。

注: VCS に Option 鍵を追加するとき、すぐに実施されます。 再起動が必要となりません。

CLI Option 鍵 設定例

ステップ 1.イメージに示すように CLI SSH セッションを開いて下さい。



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 パスワードを入力し
。

ステップ 3.コマンドを、xCommand OptionKeyAdd キー入力して下さい: イメージに示すように
<option key>。



注意： フィールドの Option 鍵を追加します Option 鍵を追加して下さい。 それはエラーを
引き起こす Release 鍵フィールドの Option 鍵を追加するよくある 間違いです。

注: VCS に Option 鍵を追加するとき、すぐに実施されます。 再起動が必要となりません。

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。

Option 鍵を追加して下さい。 オプション キー ページの上で、Option 鍵追加される示すキーはイ
メージに示すように鍵の表で表示されますバナー表示されます観察すれば。



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。

キーを追加すればエラーを見ます、「イメージに示すように Option 鍵を」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 VCS か Expressway に Option 鍵を適用す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 Option 鍵を確認し
て下さい。 VCS はイメージに示すように再起動のための Release 鍵フィールドおよびプロ
ンプトの Option 鍵を受け入れます。

●

注: VCS に Option 鍵を追加するとき、すぐに実施されます。 再起動が必要となりません。

再起動の後で、バナー ポップアップしますイメージに示すようにエラー「無効な Release 鍵」と
観察して下さい。



Release 鍵および Option 鍵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
VCS 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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