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概要

この資料 Cisco Unified Attendant Console （CUAC）サーバの認可構造を/サーバレスは記述した
ものですバージョン 11.x までバージョン 8.x から開始し、またいくつかの一般に直面されたシナ
リオを解決する。

前提条件

要件

Cisco は CUAC の基本的な知識があることを推奨します。



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。

Cisco Unified Enterprise Attendant Console （CUEAC） - 8.x および 9.x●

Cisco Unified Business Attendant Console （CUBAC） - 8.x および 9.x●

Cisco Unified 部門 アテンダント コンソール（CUDAC） - 8.x および 9.x●

Cisco Unified 優れたアテンダント コンソール（CUPAC） - 9.x●

Cisco Unified Attendant Console Advanced （CUACA） - 10.x および 11.x●

Cisco Unified Attendant Console Standard - （CUACS）サーバレスの- 10.x および 11.x●

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。

背景説明

重要な用語

ライセンス アクティベーションコード

ライセンス アクティベーションコードは順序ライセンス一度受け取る 27 文字コードです。1.
それは形式にあります: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xx。2.
それは .pdf 形式の会社に e 配信方式が使用される場合送信 されます; 物理的コンフィギュレ
ーションが使用される場合送出される紙切れ。

3.

登録コード

マッピング される ファクタの数によって決まるのは 8 文字コードですサーバ MAC アドレ
スが含まれている。

1.

認可しますヘルプ > （サーバによって基づく配備のために）と Help > About CUAC 規格の
下に CUAC WebAdmin ページに置かれる（サーバレスの配備のために）。

2.

注: サーバレスの配備（CUAC 規格）に関しては、登録コードはマシン語コードとして名前
を変更されます。

認可発注情報（SKU）

バージョン 8 （販売 10 月 21 日の終わり、2013）●

CUE-ATT-CON Enterprise Edition

CUB-ATT-CON ワールド・トゥデイ

CUD-ATT-CON 部版

バージョン 9 （販売 DEC 18 の端、2015）●

eDelivery:



L-CUACD9X-ATT-CON 部版

L-CUACB9X-ATT-CON ワールド・トゥデイ

L-CUACE9X-ATT-CON Enterprise Edition

L-CUACP9X-ATT-CON 事項版

物理的 な 転送:

CUACD9X-ATT-CON 部版

CUACB9X-ATT-CON ワールド・トゥデイ

CUACE9X-ATT-CON Enterprise Edition

CUACP9X-ATT-CON 事項版

バージョン 10●

eDelivery:

進む L-CUAC10X-ADV

L-CUAC10X-ADV-HA 高度高可用性

L-CUAC10X-STND 規格

物理的 な 転送:

進む CUAC10X-ADV

CUAC10X-ADV-HA 高度高可用性

CUAC10X-STND 規格

バージョン 11●

eDelivery:

進む L-CUAC11X-ADV

L-CUAC11X-ADV-HA 高度高可用性

L-CUAC11X-STND 規格

物理的 な 転送:

進む CUAC11X-ADV

CUAC11X-ADV-HA 高度高可用性

CUAC11X-STND 規格



CUAC をアップグレードする注文情報

アップグレード ライセンスを取得するのに使用されているアップグレード ライセンス アクティ
ベーションコード（LAC）を購入する 2 つの方法があります。 有効な Unified Communications
ソフトウェア サブスクリプション（UCS）またはソフトウェアサポート サービス（SWSS）契
約があれば自由のための置かれた（Product Upgrade Tool） Webサイトによってアップグレード
LAC の数量 1 を購入できます。 有効な契約を持たない古いバージョンで使用される LAC の数と
場合、同時にログインするために必要なオペレータの数と等しい数量とお好みでの使用とそれを
購入しなければなりません（同じ）。 各アップグレード LAC は古いバージョンの LAC にマッピ
ング されます。

注: すべてのお好みアップグレード LAC がライセンスを、別々に取得するのに併用する必要
があります。

注: 置かれるによって LAC を発注するとき契約関連 問題に直面したら、アカウント チーム
に連絡するか、または PUT のチームとのケースをオープンして下さい。 置かれたサポート
とのケースをオープンするためにリンクして下さい。 TAC は契約関連 問題で助けられませ
ん。

バージョン 9●

置かれるによって得られるアップグレード ライセンス（UCS 契約と）:

CUACD9X-AC-UPG 部版

CUACB9X-AC-UPG ワールド・トゥデイ

CUACE9X-AC-UPG Enterprise Edition

お好みアップグレード ライセンス（UCS 契約なしで）:

 1. eDelivery:

L-CUACD9X-U-AC= 部版

L-CUACB9X-U-AC= ワールド・トゥデイ

L-CUACE9X-U-AC= Enterprise Edition

 2. 物理的 な 転送:

CUACD9X-U-AC= 部版

CUACB9X-U-AC= ワールド・トゥデイ

CUACE9X-U-AC= Enterprise Edition

 バージョン 10●

置かれるによって得られるアップグレード ライセンス（SWSS 契約と）

進む CUACADV10X-AC-UPG

https://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/help.jsp


CUACST10X-AC-UPG 規格

注:  UCS 契約との部門 版配備だけ置かれるによってこの SKU を発注できます。

 お好みアップグレード ライセンス（UCSS/SWSS 契約なしで）:

1. eDelivery:

進む L-CUAC10ADV-U-AC=

2. 物理的 な 転送:

進む CUAC10ADV-U-AC=

注:  CUAC 規格ライセンスを得る部門 版配備のためのお好みアップグレードオプションが
ありません。

 バージョン 11●

置かれるによって得られるアップグレード ライセンス（SWSS 契約と）:

進む CUACADV11X-AC-UPG

CUACST11X-AC-UPG 規格

お好みアップグレード ライセンス（UCSS/SWSS 契約なしで）

1. eDelivery:

進む L-CUAC11ADV-U-AC=

L-CUAC11ST-U-AC= 規格

2. 物理的 な 転送:

進む CUAC11ADV-U-AC=

CUAC11ST-U-AC= 規格

注: 前のバージョン 10.x から、別途の企業/ビジネス/部門/優れた版がありません。 すべて
の現在の企業/ビジネス/優れた版配備は標準版に高度なバージョンおよび部門 版配備アップ
グレードにアップグレードできます。 部門 版のあらゆるバージョンから高度なバージョン
にアップグレードできません。

さまざまなバージョン間の比較



認可構造

デモライセンス

5 日間デモライセンスは CUAC サーバのあらゆる新しいインストールかアップグレードの間
にデフォルトで来ます。

1.

この 5 日間デモライセンスは 60日間評価ライセンスの最大まで認可 Webサイト（アクティ
ブ化評価 ソフトウェアセクション）から .rgf ファイルをダウンロードすることによって
（ただ一度だけ）拡張することができます。

2.

以下の事項に注意して下さい: Cisco によって 60 日以上までにこの評価期間を拡張すること
は技術的にできません。

3.

CUAC サーバサービスはサーバがこの期間内の購入されたライセンスと認可されない場合停
止します。

4.

スタンドアロン サーバ

各 CUAC サーバに 1 サーバライセンスがあります。1.
座席 の 番号ライセンスはオペレータの数によって同時にログイン しました コンソールに購
入されます。

2.

すべてのオペレータ シート ライセンスは 1 つの強化された LAC 以下結合することができま3.



したりまたは異なる LAC である場合もあります。
各オペレータ シート ライセンスにそれに結ばれるサーバライセンスがあります従って独立
サーバ ライセンスは購入されません。

4.

弾力性のあるサーバインストール

CUAC バージョン 9.x まで、別々のライセンスはプライマリおよびセカンダリサーバでイン
ストールされています。 両方のサーバのための 2 つの異なる LAC を受け取ります。

1.

前の 10.x から、すべてのライセンス情報はパブリッシャ サーバで保持され、情報は加入者
サーバに複製されます。

2.

インストールにデフォルトで弾性ライセンスがありません。インストールするために/別途
のライセンスが必要となる弾性を設定して下さい。

3.

弾性は評価ライセンス（5 日か 60 日）の下でデフォルトで有効に なります4.
弾性は製品が購入されれば付加ライセンスになります。5.
現在の企業およびワールド・トゥデイ配備はソリューションに進む CUAC への移行の後で
弾性をいつでも追加できます。

6.

CUAC サーバを認可するステップ

アクティブ化によって購入されるソフトウェア

ガイドはここにありますサーバのためのライセンス ファイル（.rgf 形式）を取得するためにステ
ップバイステップ手順を（スクリーン ショットと）説明する。

シスコシステムズからのアップグレード LAC を購入した後またアップグレード ライセンスを取
得することを必要なステップを説明します。

CUAC サーバを認可するステップ

注: このガイドが Cisco からの公文書であるので、進んだまたは CUAC 規格 CUAC がリリ
ースされたが、ステップは同じすべての版のための正確に残ります前に作成されました。

アップグレード LAC は古いサーバのライセンスの情報を保持しません。1.
新しいライセンスを買い戻すために認可 Webサイトを参照する場合だけ古いバージョンか
ら新しいものにライセンス 情報を転送できます。

2.

使用されたすべての古い LAC を保存するあなたが新しい バージョンに正常にライセンスを
転送することができるように（アップグレードの後で変更されなくて）古いサーバの登録コ
ードまたは古いサーバで必要があります。

3.

その情報が利用できない場合、古いサーバのライセンスをアクティブにするのに使用される
次の情報を収集して下さい: 販売 Oorder 数か LAC または eメールアドレス、ユーザ名およ
びライセンスを発注し、TAC ケースをオープンするのに使用される会社/パートナー 位置。

4.

アクティブ化評価 ソフトウェア

60 日評価ライセンスを取得するのに使用されるステップがここにあります:

認可 Webサイト www.cisco.com/go/ac に行って下さい。1.

http://cisco-ac.arcsolutions.com/UserWebSite/cisco/Activating%20CUAC%20Software.pdf
//www.cisco.com/go/ac


資格情報と署名して下さい。 まだ登録していない場合、アカウント（上記のリンクで述べ
られるステップ）を作って下さい。 （これは Cisco.com ID ではないです）。

2.

必要な会社 詳細を選択して下さい。3.
ライセンスを必要とする版およびバージョンを選択して下さい。4.
サーバの登録コード/マシン語コードを入力して下さい。5.
[Submit] をクリックします。 電子メール ID に郵送された .rgf ファイルを受け取ります。6.
今サーブのこのファイルをアップロードできます。7.
サーバは次の 60 日の間認可されます。8.

注: CUAC コンソール クライアントのための別々のライセンスがありません

一般的 な シナリオを解決して下さい

問題 1： 受け取った新しいインストールおよび LAC 無し

CUAC サーバの新しいインストールは行われ、LAC は Cisco から購入されませんでしたが
、決して同じを受け取りませんでした。

1.

Cisco 注文状況 照会ツールを使用して注文状況をチェックして下さい。 順序のステータス
が完全示さない場合、処理される間、待って下さい。

2.

およびまだ LAC を受け取ってしまわなかったことを完了されてことをそれが示したら、準
備ができたこれらの LAC を購入するのに使用した販売 注文 番号を保存して下さい。

3.

LAC を取得するためにそれらのための Cisco TAC のケースをオープンして下さい。4.

問題 2： CUAC Windows サーバを変更して下さい

CUAC サーバはクラッシュし、インストールは異なるサーバーで今行われます。1.
新しいサーバのための登録コードは異なっています。2.
ライセンスが登録コードに結ばれるので、ライセンスは無効になります。3.
準備ができた古い新登録コードを保存し、あなたのための LAC をリセットするためにそれ
らのための Cisco TAC のケースをオープンして下さい。

4.

これの後でサーバのためのライセンス ファイルを生成するために新登録コードの LAC をマ
ッピング できます。

5.

問題 3： 再ホスティング ライセンス

CUAC サーバが 1 台の Windows マシンから他に移行されるか、または変更を Windows マ
シンで行ったかケースがあるかもしれません。

1.

これらのシナリオでは、可能性のあることは登録コードが結ばれるある特定のパラメータ変
更する、および最終的に登録コード同様にです。

2.

以前に見られるように、ライセンスは特定の登録コードにその変更が、ライセンス無効され
る時マッピング され。

3.

それらを LAC をリセットしてもらうように Cisco TAC に連絡して下さい。4.
これの後でサーバのためのライセンス ファイルを生成するために新登録コードの LAC をマ
ッピング できます。

5.

問題 4： アップグレード ライセンスを取ることを試みれば失敗します

https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce#!&amp;~tab-b%3Freloaded=true


シナリオ：

CUAC ライセンスは（、8.x 仮定して下さい）、そのサーバのインストール決してされませんで
した購入されなかったし、CUAC サーバをに（、9.x 仮定して下さい）アップグレードし、アッ
プグレード LAC を発注し、www.cisco.com/go/ac のアップグレード LAC を買い戻すことを試み
るとき失敗します。

これは CUAC 8.x ライセンスが決して使用されなかったし、それ故に CUAC 認可データベ
ースのその LAC に結ばれる登録コードがないという理由によります。 アップグレード LAC
は古いサーバについての情報を保持しません。

1.

解決するため: www.cisco.com/go/ac にわき 8.x ライセンスによってが戻ったり、そして 9.x
アップグレード LAC を買い戻すセット 9.x サーバーの登録コードと 8.x LAC を使用する必
要があり。 これは正常に 9.x 永続的なライセンス ファイルを生成 します。

2.

問題 5： 不正確な SKU を発注しました

不正確な順序の RMA を行い、次に正しい部品番号のための順序を得るために Cisco アカウ
ント チームに連絡して下さい。

1.

TAC はこれで助けられません。2.

問題 6： ライセンスは切れました

5 幾日デモライセンスが切れたら、認可 Webサイトを参照し、60 日評価ライセンスをでき
ます（ただ一度だけ）取得。 CUAC サーバを認可するためにステップを参照して下さい。

1.

既に 60 日評価ライセンスを使用して、それが同様に切れたら、唯一のオプションは Cisco
からのライセンスを購入し、永久に CUAC サーバを認可することです。 この 60 日評価期
間を増加する回避策がありません。

2.

関連情報

認可 Webサイト: www.cisco.com/go/ac●

各 CUAC 版のためのインストールおよび管理ガイド: インストールおよび管理ガイド●

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●

//www.cisco.com/go/ac
//www.cisco.com/go/ac
http://cisco-ac.arcsolutions.com/UserWebSite/cisco/Activating%20CUAC%20Software.pdf
//www.cisco.com/go/ac
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/unified-attendant-consoles/products-installation-guides-list.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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