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概要

この文書は Microsoft サーバ 2008 からの Microsoft サーバ 2012 の SQL Express 2008 年の
CUAC 前進バージョン 11.0.2 に SQL Express 2008 年の Cisco Unified Attendant Console
（CUAC）前進バージョン 10.5.2 を移行するために手順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。

Cisco Unified Attendant Console Advanced●

Microsoft SQL サーバ 2008 Express●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

CUAC は 10.5.2 を進めました●

CUAC は 11.0.2 を進めました●

Cisco Unified Communications Manager 10.5.2。●

Microsoft SQL サーバ 2008 Express●

Microsoft Windows サーバ 2008 R2 企業●

Microsoft Windows サーバ 2012 R2 規格●

この 文書に記載されている 情報は特定のラボ 環境のデバイスに基づいています。 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。 ネッ
トワークがライブである場合、あらゆるコンフィギュレーション変更の潜在的影響を理解するこ
とを確かめて下さい。

設定



この表はシステムからのおよびへの仕様をの示したものです。

送信元 『
Version CUACA 10.5.2 CUACA 11.0.2

サーバ OS サーバ 2008 R2 企業– 64 ビット
SP1 サーバ 2012 64 ビット R2 規格–

データベース SQL 2008 Express サーバ SP3 SQL 2008 Express サーバ SP3

ステップ 1： 移行したいサーバが Cisco Unified Attendant Console 先発ハードウェア および ソ
フトウェア要件に会うようにして下さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

ステップ 2.サポートされた SQL Express データベースに基づいて、それぞれ SQL Express デー
タベースをインストールして下さい。 ラボ 環境では、SQL 2008 Express サーバ SP3 はインス
トールされています。

ステップ 3. SQL サーバ 2008 年のインストールのための CUAC によって進められる管理および
インストレーションガイドを参照して下さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

注: デフォルト例の選択の間インストールが、名前付きインスタンスの選択、SQL 例をよう
に < コンピュータ名\ SQLEXPRESS> 指名する間。 これはそれから <Computername> で
ある SQL は Db 例これだけ変更することができないことをデフォルトで仮定すると同時に
アテンダント コンソール サーバをインストールする間、問題です。

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf


ステップ 4 必須 SQL Express サーバをインストールした後、Microsoft SQL サーバ管理スタジオ
を使用してそれにログインできるようにして下さい。 SA ユーザ ナビゲートを Microsoft SQL サ
ーバ管理スタジオ > オブジェクト エクスプローラーに有効に するために > セキュリティを > 拡
張しますログオンを拡張して下さい。 この場合右クリック sa そしてパスワードを『Properties』
を選択 し、入力します。 ページを『Enabled』 を選択 しますイメージに示すようにログインの
下で、『Status』 をクリック して下さい:



ステップ 5.古い CUAC システムからの復元 ATTCFG および ATTLOG。

注: このステップは SQL データベース移行手順に基づいています; ただし、SQL Admin の介
入は助言されます。

ステップ 6 SQL インストールが復元される ATTCFG および ATTLOG と完了する後 CUAC
11.0.2 のインストールを続行して下さい

CUAC インストールのための Cisco Unified Attendant Console Advanced 管理およびインストレ
ーションガイドに続いて下さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

インストール（Database ウィザード 既存のデータベースを上書きしたいと思うかどうか）の間
に、オプションは頼まれます。 このオプションはインストール設定が ATTCFG および ATTLOG
の SQL 2008 Express のプロシージャを認識するのであります。 それ故に、それはこの Db が上
書きされるかどうか Admin から入力する必要があります。

イメージに示すように『No』 をクリック し、インストールが更に続行するようにして下さい。

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_guide/CUACA110201WAG.pdf


確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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