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Cisco IPICS のアンインストール

この章では、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのアンインストールに必要な手順に

ついて説明します。アンインストールは、次のいずれかの方法で実行できます。

• 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバから実行する 

• SSH Secure Shell Client ソフトウェア（または同等の機能を備えたソフト

ウェア）を使用して、ネットワーク上のリモート PC から実行する

この章は、次の項で構成されています。

• 「サーバ上での Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのアンインストール」（P.4-2）

• 「Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのリモート アンインストール」（P.4-3）

（注） Cisco IPICS をアンインストールすると、Cisco IPICS のコンポーネントおよび

インストール中に作成されたディレクトリがすべて削除されます。Cisco IPICS 
を後で再インストールする場合は、アンインストール プロセスを開始する前に、

データベースとログ ファイルをバックアップすることを推奨します。

ファイルのバックアップについては、『Cisco IPICS Server Administration 
Guide』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参

照してください。

（注） Cisco IPICS ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするとき

は、通信が一時的に中断することに注意してください。再インストールの場合、

Cisco IPICS では RMS リソースを使用する VTG と SIP ベース IDC クライアン

トの接続が解除されます。これは、音声ポートが使用可能になるためです。
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サーバ上での Cisco IPICS サーバ ソフトウェア
のアンインストール

Cisco IPICS ソフトウェアを Cisco IPICS サーバ上で直接アンインストールする

には、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバにアクセスします。

次のメッセージが表示されます。

Cisco IPICS

hostname login:

定義：

hostname は、Cisco IPICS サーバのホスト名です。

ステップ 2 [hostname login:] フィールドに root と入力し、Enter キーを押します。

ルート ユーザのパスワードを入力するように求められます。

ステップ 3 ルート ユーザのパスワードを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 4 アンインストーラ ファイルのあるディレクトリに移動するには、次のコマンド

を入力します。

[root]# cd _uninstall_IPICS

ステップ 5 アンインストール プロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

[root]# bash uninstall-ipics

次のメッセージが表示され、アンインストール プロセスを実行するかどうかを

確認するように求められます。

Do you want to remove Cisco IPICS software? (YES/NO): 

ステップ 6 アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するには、y または yes と
入力します。

アンインストール プロセスが開始されます。
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（注） Cisco IPICS のアンインストール プロセスによって、Cisco IPICS ソフ

トウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定デー

タもすべて削除されることに注意してください。データを保管する必要

がある場合は、まずデータをリモート ホストにバックアップし、その後

でソフトウェアをアンインストールすることを推奨します。データの

バックアップの詳細については、『Cisco IPICS Server Administration 
Guide』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」
の章を参照してください。

データのコピーを保存した後、アンインストール プロセスを再開できま

す。

アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが

開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリブートするように求めるメッセージが

表示されます。

ステップ 7 システムをリブートするには、y または yes と入力します。

システムがリブートすると、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアの削除が完了しま

す。

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのリモート ア
ンインストール

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアをネットワーク上の PC を使用してアンインス

トールするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Start] > [Programs] > [SSH Secure Shell] > [Secure Shell Client] を選択して SSH 
Secure Shell Client ソフトウェアを使用するか、同等の機能を備えたソフトウェ

アを使用して、ローカル ワークステーションからサーバに接続します。
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SSH Secure Shell Client ソフトウェアのウィンドウが表示されます。PC のデス

クトップが左側のペインに表示されます。

ステップ 2 サーバ IP アドレスの入力ウィンドウを開くには、ボタン メニューにある [Quick 
Connect] をクリックします。

[Connect to Remote Host] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Host] フィールドに、Cisco IPICS サーバの IP アドレスまたは DNS 名を入力し

ます。次に、Tab キーを押します。

ステップ 4 [User Name] フィールドに root と入力します。次に、[Connect] をクリックしま

す。

[Enter Password] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 ルートのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

SSH Secure Shell Client が Cisco IPICS サーバに接続して、ルート ユーザ用のコ

マンド プロンプトを表示します。

ステップ 6 ディレクトリを変更するには、次のコマンドを入力します。

[root]# cd _uninstall_IPICS

ステップ 7 アンインストール プロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

[root]# bash uninstall-ipics

次のメッセージが表示され、アンインストール プロセスを実行するかどうかを

確認するように求められます。

Do you want to remove Cisco IPICS software? (YES/NO): 

ステップ 8 アンインストール プログラムを続行するには、y または yes と入力します。

アンインストール プロセスが開始されます。

注意 Cisco IPICS のアンインストール プロセスによって、Cisco IPICS ソフト

ウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定データもす

べて削除されることに注意してください。データを保管する必要がある場合

は、まずデータをリモート ホストにバックアップし、その後でソフトウェア

をアンインストールすることを推奨します。データのバックアップの詳細に

ついては、『Cisco IPICS Server Administration Guide』の「Performing 
Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

データのコピーを保存した後、アンインストール プロセスを再開できます。
4-4
Cisco IPICS インストレーション アップグレード ガイド

OL-21842-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html


 

第 4 章     Cisco IPICS のアンインストール

    Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのリモート アンインストール
アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが

開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリブートするように求めるメッセージが

表示されます。

ステップ 9 y または yes と入力して、システムをリブートします。

システムがリブートすると、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアの削除が完了しま

す。

ステップ 10 SSH Secure Shell Client ウィンドウを閉じるには、[X] をクリックします。
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