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CHAPTER 1

概要

この章では、Cisco IPICS ソフトウェアのインストールの概要について説明しま

す。また、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアおよび Cisco IPICS Dispatch 
Console（以後「IDC」と記述）アプリケーションのシステム要件についても説

明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 「インストールの概要」（P.1-1）

• 「インストールされるコンポーネント」（P.1-4）

• 「システム要件」（P.1-4）

インストールの概要
Cisco IPICS ソフトウェアは、サポートされている Cisco Physical Security 
Multiservices Platform シリーズ デバイスまたは Cisco Media Convergence 
Server（MCS）にインストールできます。インストール プロセスでは、まず 
Cisco IPICS オペレーティング システムをインストールし、次に Cisco IPICS 
サーバ ソフトウェアをインストールします。Cisco IPICS で必要になるソフト

ウェアは、インストール パッケージにすべて含まれています。

（注） サポートされているプラットフォームの最新情報については、『Cisco IPICS 
Compatibility Matrix』

（http://www.cisco.com/en/US/products/ps6718/products_device_support_tables
_list.html）を参照してください。
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第 1 章     概要

    インストールの概要
Cisco IPICS オペレーティング システム ソフトウェアと Cisco IPICS サーバ ソ
フトウェアのインストールは、同一のセッションで実行できます。1 つのセッ

ションでオペレーティング システム ソフトウェアをインストールして、後で

サーバ ソフトウェアをインストールすることもできます。

Cisco IPICS オペレーティング システムと Cisco IPICS サーバ ソフトウェアを

インストールするソフトウェアは、ほぼ自動で処理を実行します。ただし、ユー

ザによる操作もいくつか必要です。

Cisco IPICS オペレーティング システム ソフトウェアのインストールを設定す

るために必要な手順について、表 1-1 で説明します。

表 1-1 Cisco IPICS オペレーティング システムのセットアップ

Cisco IPICS オペレーティング システム ソフトウェアのインストールに必要な

手順の詳細については、「Cisco IPICS オペレーティング システムのインストー

ル」（P.2-7）を参照してください。

手順 説明

1. Cisco IPICS オペレーティング システ

ムの Setup Utility
この手順では、Cisco IPICS オペレーティング システム
で使用できない可能性のあるデフォルト機能を無効に
できます。

2. Cisco  IPICS オペレーティング システ

ムのインストール

この手順では、ファイルをサーバにインストールし、
ハード ドライブの内容を上書きします。ファイルがイ
ンストールされている間は、進捗ウィンドウが表示さ
れます。

3. GRUB ブートローダ この手順では、オペレーティング システムのイメージ
が firstboot と呼ばれるプロセスにロードされます。
firstboot が実行されるのは、Cisco  IPICS オペレーティ
ング システムを初めてインストールした直後の 1 回だ
けです。GRUB ブートローダでは、ユーザによる操作
はありません。

4. ルート ユーザのパスワードの作成 この手順では、ルート ユーザのパスワードを設定する
ことができます。このユーザは、Cisco IPICS サーバの
すべてのコマンドとファイルにアクセスできます。

5. IP 接続の設定 この手順では、イーサネット インターフェイスの IP ア
ドレス、Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム 
システム）の情報、およびシステムの日付と時刻を設
定できます。

6. ルート ユーザでのログイン この手順では、Cisco IPICS サーバにルート ユーザとし
てログインし、ネットワーク接続を確認できます。
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    インストールの概要
Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのインストールを設定するために必要な手順に

ついて、表 1-2 で説明します。

表 1-2 Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのセットアップ

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのインストールに必要な手順の詳細について

は、「Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのインストール」（P.2-15）を参照してく

ださい。

手順 説明

1. エンド ユーザ ライセンス契約 このウィンドウには、Cisco IPICS サーバ ソフトウェア

のエンド ユーザ ライセンス契約が表示されます。イン

ストールを続行するには、この契約に同意する必要が

あります。

2. ipics ユーザのパスワードの作成 この手順では、ipics ユーザのパスワードを作成できま

す。このユーザは、Cisco IPICS Administration 
Console であらゆる管理タスクを実行します。

3. ipicsadmin ユーザのパスワードの作成 この手順では、ipicsadmin ユーザのパスワードを作成

できます。このユーザは、データベース サーバのファ

イルとフォルダに関する Cisco IPICS オペレーティング 
システム特権を持っています。

4. パッケージのインストール このウィンドウには、インストールの進捗状況、およ

びサーバに書き込まれる Cisco IPICS ファイルが表示さ

れます。このインストール作業によって、Cisco IPICS 
ポリシー エンジン（以後「ポリシー エンジン」と記述）

もインストールされます。

5. アンインストーラの作成 この手順では、Cisco IPICS ソフトウェアをアンインス

トールするユーティリティを作成します。

6. サーバ再起動のオプション この手順では、サーバをすぐに再起動するか、後で再

起動するかを選択できます。
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    インストールされるコンポーネント
インストールされるコンポーネント
Cisco IPICS のインストールには、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアとともに次

のコンポーネントが含まれています。

• Cisco IPICS Administration Console

• Cisco IPICS Data Store（IBM Informix Dynamic Server）

• Cisco IPICS Web Application Server（Tomcat サービス）

• Cisco Security Agent（CSA）

システム要件
Cisco IPICS とともに使用できるハードウェアおよびソフトウェア コンポーネン

トのリストについては、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してくださ

い。
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