
 

Cisco TelePresence System リリース 1.5 コマン

OL-19335-01-J
C H A P T E R 7

unset コマンド

この章では、次の unset コマンドについて説明します。

• unset upgrade audio

• unset upgrade auxiliary-ctrl

• unset upgrade camera

• unset upgrade display

• unset upgrade firmware

• unset upgrade graphic-driver

• unset upgrade graphic-icons
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade audio
unset upgrade audio
unset upgrade audio

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン オーディオ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade audio
Unsetting forced audio upgrade

リリース 変更内容

1.4.0 このコマンドが初めて文書化されました。
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade auxiliary-ctrl
unset upgrade auxiliary-ctrl
unset upgrade auxiliary-ctrl

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 補助制御用周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade auxiliary-ctrl
Unsetting forced auxiliary-ctrl upgrade

リリース 変更内容

1.4.0 このコマンドが初めて文書化されました。
7-3
Cisco TelePresence System リリース 1.5 コマンドライン インターフェイス リファレンス ガイド

OL-19335-01-J



 

第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade camera
unset upgrade camera
unset upgrade camera

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン カメラ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade camera
Unsetting forced camera upgrade

リリース 変更内容

1.2 このコマンドが初めて文書化されました。
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade display
unset upgrade display
unset upgrade display

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ディスプレイ周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade display
Unsetting forced display upgrade

関連コマンド

リリース 変更内容

1.2 このコマンドが初めて文書化されました。

コマンド 説明

unset upgrade 
firmware

 ファームウェア周辺装置の強制アップグレードをクリアします。
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade firmware
unset upgrade firmware
unset upgrade firmware

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ファームウェア周辺装置の強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade firmware
Unsetting forced firmware upgrade

関連コマンド

リリース 変更内容

1.2 このコマンドが初めて文書化されました。

コマンド 説明

unset upgrade display ディスプレイ周辺装置の強制アップグレードをクリアします。
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade graphic-driver
unset upgrade graphic-driver
unset upgrade graphic-driver

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン グラフィック ドライバの強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade graphic-driver
Unsetting forced graphic driver upgrade

関連コマンド

リリース 変更内容

1.2 このコマンドが初めて unset upgrade disp-driver-2 として文書化されま

した。

1.4.0 コマンド unset upgrade disp-driver-2 が unset upgrade graphic-driver 
に変えられました。

コマンド 説明

unset upgrade 
graphic-icons

グラフィック アイコンの強制アップグレードをクリアします。
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第 7 章      unset コマンド

  unset upgrade graphic-icons
unset upgrade graphic-icons
unset upgrade graphic-icons

シンタックスの説明 なし

コマンド モード Admin

コマンド権限レベル：3

コマンドの履歴

使用上のガイドライン グラフィック アイコンの強制アップグレードをクリアするには、このコマンドを使用します。

例 admin:unset upgrade graphic-icons
Unsetting forced graphic icons upgrade

関連コマンド

リリース 変更内容

1.2 このコマンドが初めて unset upgrade disp-driver-1 として文書化されま

した。

1.4.0 コマンド unset upgrade disp-driver-1 が unset upgrade graphic-icons に
変えられました。

コマンド 説明

unset upgrade 
graphic-driver

グラフィック ドライバの強制アップグレードをクリアします。
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