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概要

この資料に Cisco TelePresence Conductor の複数政党制ライセンスキーを設定する方法を
Webインターフェイスおよび Command Line Interface （CLI）によって記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

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 Conductor 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

●

複数政党制認可キー 有効な Conductor シリアル番号のために申し込んで受け取った●

Webインターフェイスまたは CLI による管理者アカウントの Conductor へのアクセス●

Firefox のような Webブラウザを、Internet Explorer か Chrome 使用しました●

注: TelePresence Conductor インストレーション ガイドは、以下のリンクから入手できま
す。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/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。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html


Conductor バージョン XC4.2●

Conductor XC4.x のリリース●

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 キーが付いているライセンス メール●

Webブラウザ、Firefox のような、Internet Explorer、か Chrome●

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：マルチパーティ ライセンス オプション キーのインストー
ル例

Web インターフェイスの例を示す次のビデオは、このドキュメントの内容を補足します。

ステップ 1： Conductor をインストールしたら、PAK の使用の複数政党制認可オプション キーを
加えられるシリアル番号およびシリアル番号を持って下さい、リリース キーおよびオプション キ
ーが含まれていないかもしれないし、かもしれないチームを認可しているライセンス メールを
Cisco から受信します。 以下のメールの例で、このドキュメントで使用するサンプルのオプショ
ン キーを確認できます。

注: PAK の例については、このドキュメントの対象外です。

メール例
:



ステップ 2：Web ブラウザで Conductor の Web インターフェイスにアクセスします。 管理者ア
カウントでログインすると Conductor の [Status] 画面に移動します。

注: いくつかのディジットはこの資料の全体にわたって故意に汚れます。

ステップ 3：マルチパーティ ライセンス オプション キーをインストールするため、適切な画面
に移動します。 [Maintenance] タブにマウスオーバーします。

ステップ 4.ポップアップメニューのキーを『Option』 をクリック して下さい:



ステップ 5：[Software Option] のセクションを確認します。 受信した電子メールからマルチパー
ティ ライセンス オプション キーの 1 つをコピーし、[Add option key] のテキスト フィールドに
値を入力します。

ステップ 7：[Add option] をクリックします。

ステップ 8 情報 ステータスバーが追加されるオプション キーを後ページ リフレッシュ示したこ
とに注意します。 オプション keyssection は追加されたキーを示します。

注: デモンストレーションに関しては、個人的な複数政党制（PMP）ライセンス オプション



キーは使用されます。

ステップ 9.ステップ 5 〜共用複数政党制（SMP）ライセンス オプション キーをまた受け取った
場合 7 を繰り返して下さい。

ステップ 10：[Multiparty licensing] のセクションを確認します。 [Multiparty licensing for
TelePresence Servers] のドロップダウン メニューのオプションをクリックし、[Enabled] の値を
選択します。

ステップ 11：[Save] をクリックします。



ステップ 12： [Confirm] のポップアップ ウィンドウで [Continue] をクリックします。

複数政党制ライセンス オプション キーがこの資料の Verify セクションに注意される 2 つのメソ
ッドの使用ときちんとインストールされていることを確認して下さい。

CLI：マルチパーティ ライセンス オプション キーのインストール例

CLI によって複数政党制ライセンス オプション キーをインストールして下さい。

ステップ 1：CLI SSH セッションを開きます。 PuTTY を開き、Conductor の IP アドレスを入力



します。 [SSH] をクリックして、次に [Open] をクリックします。

ステップ 2：プロンプトが表示されたら、管理者アカウントで Conductor にログインします。 プ
ロンプトが表示されたら管理者アカウントのパスワードを入力します。

ステップ 3：xCommand OptionKeyAdd Key: <option key>。

注: デモンストレーションに関しては、PMP ライセンス オプション キーは使用されます。



ステップ 4. SMP ライセンス オプション キーをまた受け取った場合ステップ 3.を繰り返して下さ
い。

注: CLI からマルチパーティ ライセンスを有効にするコマンドはありません。 ステップ 10.
〜 12 に従って下さい。 Webインターフェイス複数政党制ライセンス オプション キー イン
ストール例の。

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。

Web インターフェイス：マルチパーティ ライセンス オプション キーのインストー
ルの検証

[Maintenance] > [Option Key] ページに移動し、[option key] のリストを確認します。



CLI：マルチパーティ ライセンス オプション キーのインストールの検証

CLI への SSH セッションによって CLI からインストールされたマルチパーティ ライセンス オプ
ション キーを検証します。 このガイドで前述したように管理者アカウントでログインします。
ログイン後、コマンド xStatus Multipartylicences を実行します。

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。

 キーを追加すればエラーを見ます、「オプション キー」を追加することが不可能。

ステップ 1：オプション キーの値である一連の英数字を正確にコピーしていることを確認します
。 余分なスペースまたは文字がないことを確認して下さい。

ステップ 2：正しい Conductor 用のオプション キーを適用していることを確認します。 オプショ
ン キーはデバイスのシリアル番号と一致しています。

ステップ 3.追加 Option 鍵 フィールドおよびない Release 鍵 フィールドのオプション キーを追
加することを確認して下さい。 Conductor は [Release Key] フィールドのオプション キーを受け
入れず、再起動のプロンプトが表示されます。

注: Conductor にマルチパーティ ライセンス オプション キーを追加すると、すぐに適用さ
れます。 再始動が必要となりません。



リリース キーのインストレーション ガイドに記載されているとおりにリリース キーをインスト
ールし、この状態を修正します。

その他のタイプの障害については、Cisco TAC にお問い合わせください。
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