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概要

この資料はデジタル コンテンツ マネージャ（DCM）デバイスでリセットされるファクトリを行
うために実行する必要があるステップを記述したものです。

背景説明

次のイベントのうちのどれかが行われればリセットされる Cisco DCM ファクトリを行う必要が
あります:

デバイスからロックされる（ユーザおよびパスワード 資格情報は利用できません）●

等しいバージョンまたは v8.5 より高く、D9900/D9901: 管理IPアドレスが利用可能 で はない
でなければおよび IP 構成ツール アクセス Cisco DCM で有効に されません。 

●

デバイスは全く異なる設定と再使用されます●

警告： Cisco DCM ファクトリ リセットを行う前に、次の考慮事項を考慮に入れて下さい:
ファクトリ再始動を、すべてのコンフィギュレーションの設定行った後、ネットワーク設定
、ライセンスおよびセキュリティ設定は失われます。

注: ファクトリ リセットは v8.5 よりバージョン 下部ので実行されたことができません。 
ファクトリに前にリセットしたら v8.5 DCM ユニットを、連絡すれば Cisco Technical



Assistance Center に必要となれば。

行う方法ファクトリを Cisco DCM でリセットしたか。

グラフィカル ユーザ インターフェイス GUI ファクトリ リセット●

ローカル ファクトリ リセット D9900/D9901●

ローカル ファクトリ リセット D9902●

リモート GUI ファクトリ リセット

システムの再始動

Cisco DCM、IP ビデオ ゲートウェイは Cisco DCM GUI を使用して遠隔地からカード、か IP 可
聴周波ゲートウェイ再起動することができます。

3 つの異なる再始動操作は利用できます:

ウォーム リスタート（デバイス、IP ビデオ ゲートウェイ カード、または IP 可聴周波ゲート
ウェイ カード）は前の設定でデバイスかカード再起動します。

●

コールド リスタート（デバイス、ビデオ ゲートウェイ カード、または IP 可聴周波ゲートウ
ェイ カード）は—デバイスかカード再起動し、以前のコンフィギュレーション設定は失われ
ます。 デバイスのコールド リスタートを行うことは Cisco DCM ハウジングのマネージメン
トインターフェイスのセキュリティ設定、ネットワーク設定、およびライセンス ファイルを
取除きません。

●

ファクトリ再始動（デバイスだけ） —デバイスは再起動し、すべての前の設定（セキュリテ
ィ設定および Cisco DCM ハウジングのマネージメントポートのネットワーク設定）およびラ
イセンス ファイルは失われます。 デバイスは状態で一貫作業を去るときようになります。

●

風邪かファクトリ再始動を行うことは GUI を使用して管理者セキュリティ グループに属する
GUI アカウントの DCM にログオンされるときしかすることができません。 Cisco DCM へのナビ
ゲートは GUI > ヘルプ > メンテナンス > 再度ブートする、望ましい アクションを選択します: 暖
かく、風邪またはファクトリ。

警告： Cisco DCM がネットワークに得難くなることができることに注意して下さいオンサ
イト介入を必要とするかもしれないです GUI ファクトリ リセット[デフォルト IP アドレス
]の後で。

ライセンス ファイル

ファクトリ リセットを行う前にセキュア インポートの Cisco DCM ライセンス ファイルおよび設
定ファイルのコピーがあることを推奨します。 

DCM 設定

これ以上の GUIアクセスがない状況では、デバイスからツール ディレクトリの下にいるすべての
ソフトウェア リリースの利用可能 な ツールの実行によって設定を、取得することができます。



ローカル ファクトリ リセット D9900/D9901

ピンに接続されるファクトリ再始動はまた Cisco DCM の再起動によって（デバイスを起動させ
ることによる風邪かウォーム リスタートまたは）間、Cisco DCM ハードウェア キーすることが
できます（ピンと 1 つおよび 4 は Cisco DCM の入出力（I/O）コネクタに 6）プラグインされま
す。 Cisco DCM ハードウェア キーがプラグを差し込まれるとき、このアイコンはイメージに示
すように GUI ヘッダで、表示する。



ローカル ファクトリ リセット D9902

ファクトリ再始動は Cisco DCM、セキュリティおよびネットワーク設定からライセンス ファイ
ルおよびすべての設定を取除きます。 それは Cisco DCM GUI、またはコンソール接続によって
ようにパーソナルコンピュータおよびシリアル ターミナル エミュレータ プログラムを使用して
先に説明されるすることができます。

PC を Cisco DCM の後部 USB コネクタに USB と小型 USB ケーブルに接続して下さい、タ
ーミナル エミュレータ（ハイパーターミナル、テラ条件、PuTTy）を開き、通信を設定して
下さい: ボー レート： 38,400/Data 8-bit/Parity-None/Stop-1 ビット/フロー コントロールど
れも。

1.

コンソールが開始すれば画面はファクトリ リセットを現われましたり、行います。2.

IP アドレスを変更して下さい。1.
GUI をディセーブルにして下さい。2.
シェルを開始して下さい。3.
ファクトリ リセットを行って下さい。4.
IPsec/セキュリティ バイパスを有効に して下さい。5.

ファクトリ リセットの後



D9900/D9901

Cisco DCM のファクトリ再始動を行った後、マネージメントポートはデフォルトネットワーク設
定を与えられます。 これらのデフォルト IP 設定は Cisco DCM システム ガイドで見つけること
ができます。 また、支援に関しては Cisco TAC に連絡できます。

v8.5 より下部の 

Cisco TAC 人員によって実行されて v8.5 よりバージョン 下部ののファクトリ リセットのための
オプションがありません。  DCM がファクトリを去る場合いくつかのデフォルト GUI および
Operating System （OS） アカウントはシステムによって作成されます。

デフォルト GUI ログイン アカウント資格情報のための Cisco DCM システム ガイドを参照して下
さい。  また、支援に関しては Cisco TAC （テクニカル アシスタンス センター）に連絡できます
。

v8.5 よりバージョン 下部のでデフォルトで有効に なる IP 構成ツールによって Cisco DCM 管理
IPアドレスを変更できます。

最良 の 方法: デフォルト管理者 アカウントの DCM にログオンされれば、他の GUI および OS デ
フォルトによって作成されるアカウントをすべて削除し、安全な資格情報とあなた専有物を生成
することが推奨されます。

v8.5 またはより高く

重要： ファクトリ再始動が、最初のセキュリティセットアップする必要があった後常置デフォル
ト GUI か OS アカウントがないので作成されて下さい。

デフォルト一時 GUI ログイン アカウント資格情報のための Cisco DCM システム ガイドを参照し
て下さい。

最初のセキュリティセットアップの間に、管理者 セキュリティグループに属する少なくとも
1 GUI アカウントおよび少なくとも 1 オペレーティング システム アカウントは作成する必要
があります。

●

D9902

D9902 がファクトリ リセットの後で一貫作業をまたは残すとき、GUI は無効であり、マネー
ジメントポートはデフォルトネットワーク設定を与えられます。

●



Cisco DCM がネットワークに関与できる前に GUI は有効に し、マネージメントポートの少
なくとも 1 つは正しいネットワーク設定で設定する必要があります。

●

GUI を有効に し、ディセーブルにすることはコンソールメニューの [2] オプションの選択に
よってすることができます

●

（GbE）ポートに新しい IP アドレスを Cisco DCM ハウジングのギガビット イーサネット
（802.3z）割り当てるためにコンソール Start 画面の [1] を入力することができます

●

何ファクトリ リセットの間の失われたライセンスについてか。

認可ポータル

World wide web および標準 Webブラウザによって DCM ライセンス ファイルを取得するのに
Cisco製品 ライセンス登録 ツールを使用できます。 設備のデバイス ホストID、Product
Authorization Key （PAK）およびデバイス 検証 キーを入れた後、ライセンス ファイルは電子メ
ールによって戻るか、またはダウンロードすることができます。

認可ポータルは Webブラウザで次の URL を入力することによってアクセス可能です:

https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home。

ライセンス on Cisco DCM GUI

電子メールによるライセンス ファイルを受け取った後、対応したライセンスは Cisco DCM GUI
によってこのファイルのアップロードによって有効に することができます。

デバイス ホストID は Cisco DCM GUI のライセンス ページで見つけることができます。 ライセ
ンス ページを、ナビゲート Cisco DCM GUI メニュー > 設定 > ライセンスに開くため

ライセンスを Cisco DCM ライセンス ページでインストールするために、『Browse』 をクリック
して下さい。 ファイル アップロード ダイアログボックスは現われます。 [Open] をクリックしま
す。 ファイルを選択し、『Update』 をクリック し、承諾して下さい。   それは新しいライセン
スがアクティブになる約 15 秒前に奪取 します。 より速いビジュアル化のためのリロード ボタン
をクリックできます。

https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home
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