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はじめに

Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャ バージョン 4.2(4)/4.2(5) アップグレード
はこのライセンス エラーが原因で失敗します:

I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

この資料に問題を解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco は Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャのインストールのナレッジがあ
ることを推奨します 。

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャ バージ
ョン 4.2(4) および 4.2(5)に基づいています。

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_interaction_manager/cim_42/installation/guide/cisco_im_cce_installationguide.pdf


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。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

エラー： I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

開始するべき Cisco 相互対話マネージャ サービス失敗およびログ ファイルはこのエラーを示し
ます:

I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

このエラーは新しいライセンス ファイルがライセンス ジェネレーターで手に入れられ、4.2(4) に
加えられるときで 4.2(4) 発生します。 4.2(5) では、これは地域設定が米国に行われない場合発生
します。

この問題は文書化されています 不具合です: Cisco バグ ID CSCsv80688 （登録ユーザのみ）。

解決策

ソリューション 1 - CIM 4.2(4)

注: Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャ（EIM \ WIM） 4.2(4) リリースのため
の Engineering Special （ES）はソフトウェアダウンロード（登録ユーザのみ）で掲示されます
。 このプロシージャを始める前に Cisco 相互対話マネージャが 4.2(4) ES13 インストールされて
いたことを確認して下さい。

Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャに関しては 4.2(4) は、これらのステップ
を完了します:

すべてのサーバの Cisco 相互対話マネージャ サービスを停止して下さい。1.
安全な場所にビン、構成およびライブラリ ディレクトリをバックアップして下さい。2.
ビン、構成およびライブラリ ディレクトリを取り替えて下さい。現在のビンを、構成取り
替えるためにおよびライブラリ ディレクトリはファイル サーバーの eService フォルダに、
ファイルサーバ ディレクトリの内容をコピーします。eService フォルダは EIM \ WIM がイ
ンストールされているディレクトリにあります（<CIM_INSTALL_DIR >/eService）。

3.

ビン\ IPCC では\アップグレード\ upgradeLicenses.bat ファイルはこの例、INSTALL_DIR 
JAVA_VM_HOME の適切な値を設定 しました:
SET INSTALL_DIR=D:\CIM\eService

SET JAVA_VM_HOME=C:\BEA\JDK142_11

4.

DOS コマンド プロンプトによって upgradeLicenses.bat を実行して下さい。注
: upgradeLicenses.bat を実行する前に、システムが開始しなかったライセンス ファイルが
に < CIM_INSTALL_DIR>/config/license ディレクトリあることを確認して下さい。

5.

すべてのサーバの Cisco 相互対話マネージャを開始して下さい。6.
ブラウザキャッシュを消去して下さい。7.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsv80688
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/70fc7a9f5f1315519a00b2b3c0dc48d8
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

ソリューション 2 - CIM 4.2(5)

注: Cisco Unified Web および E メール 相互対話マネージャ 4.2(5) リリースのための Engineering
Special （ES）はソフトウェアダウンロード（登録ユーザのみ）で掲示されます。 この ES を適
用する前に Cisco 相互対話マネージャ 4.2(5) か 4.2(5)a がインストールされているようにして下
さい。

ローカル一時フォルダに 4.2.5_ES1 の内容をコピーして下さい。1.
Cisco 相互対話管理用アプリケ−ションの Ciscoサービスを停止し、サーバを保守します。2.
安全な場所にビン、構成およびライブラリ ディレクトリをバックアップして下さい。 これ
らのディレクトリは EIM \ WIM がインストールされているディレクトリにあります
（<CIM_INSTALL_DIR >）。

3.

CIMInst.exe を実行し、インストーラのステップに従って下さい。4.
Cisco 相互対話マネージャ サービスおよびアプリケ− ションサーバの Ciscoサービスを開始
して下さい。

5.

エラー： アプリケーション ライセンスはシステムにログインに
あなたのために現在利用できません

EIM サーバにログインに試みるときこのエラー メッセージを受け取ります:

No application licenses are currently

available for you to log in to the system.

Try again later or contact your system administrator

解決策

回避策はすべての EIM サービス 12/12/9999and 再始動へ license.properties ファイルの有効期限
値を変更することです。

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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