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5

アップグレード メッセージ

アップグレード中に、次のメッセージがダイアログボックス（ログ ファイルではない）に表示され

る場合があります。C:\Program Files\Common Files\Cisco\Logs からログ ファイル ccminst <data/time

stamp>.log を取得して参照します。

表 5-1 インストール時のメッセージ

メッセージ 原因 対応策

During the installation process, you may be 

prompted possibly multiple times to reboot 

the server to install a critical component.  

Follow the instructions in the dialog box, and

(1) Reboot the server.

(2) Log in as the administrator.

(3) Rerun the installation program. 

（注） インストールを再開するために
データの再入力が必要になる場
合があります。

これは単なる情報メッセージです。 OK をクリックして、インストールを続

行します。

You must provide the Computer Name of the 

publisher server.IP addresses or fully 

qualified DNS names are not allowed.

パブリッシャ データベース サーバ

名を入力するときに、ピリオド（.）

を使用することはできません。

情報を正しく入力し直します。

You must provide the publisher server name 

when installing a subscriber.
このエラー メッセージは、サブスク

ライバ サーバに Cisco CallManager

をインストールするときにパブ

リッシャ データベース サーバ名を

入力しなかった場合に表示されま

す。

情報を正しく入力し直します。

You have entered an invalid product 

key.Please re-enter the key.
無効なプロダクト キーを入力しま

した。 

Cisco CRS のインストール マニュアルを

参照して、Cisco CRS プロダクト キーを

確認します。Cisco CallManager プロダク

ト キーについては、本書を参照してくだ

さい。
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You must enter a password. このメッセージは、アプリケーショ

ンのインストールに必要なパス

ワードを入力しなかった場合に表

示されます。

正しいパスワードを入力します。

The passwords that you entered do not 

match.
このエラー メッセージは、パス

ワードを 2 回以上入力したときに、

入力したパスワードがサーバ上の

パスワードと一致していない場合

に表示されます。

クラスタ内のサーバすべてに対して、同

一のパスワードを入力します。

The password that you entered is not valid. 無効なパスワードを入力しました。 正しいパスワードを入力します。

You must enter a phrase from 1 to 15 

characters in length.This phrase may contain 

English lower-case letters, English 

upper-case letters, Westernized Arabic 

Numerals, and the following 

Non-alphanumeric “special characters” { } . 

< > : ? / | \ ` ~ ! @ $ ^ & * ( ) _ - +

プライベート パスワード フレーズ

に無効な文字を入力しました。

有効な文字を入力します。

The installation has detected pending file 

operations.You must reboot the server before 

continuing.The installation will now abort.

ペンディング ファイル操作が発生

しています。

サーバをリブートしてから、Cisco 

CallManager をインストールします。

You are not logged on as 

‘Administrator’.You must log in by using 

local Administrator user name and password 

to install Cisco CallManager.

サーバにログインする際、ローカル

Administrator のユーザ名とパス

ワードを使用しませんでした。

ローカル Administrator のユーザ名とパス

ワードでサーバにログインします。

You do not have administrator 

privileges.You must have administrator 

privileges to install Cisco CallManager.

管理権限がありません。 管理権限のあるアカウントでサーバにロ

グインします。

Windows 2000 Server is not installed.Install 

Windows 2000 Server before you install 

Cisco CallManager.

オペレーティング システムの適切

なバージョンをインストールして

いません。

すべての専用サーバおよび共存サーバに

オペレーティング システムのバージョ

ン 2000.4.2sr2（またはそれ以降）がイン

ストールされていることを確認します。

Cisco CallManager をインストールする前

に、2000.4.2sr2（またはそれ以降）にアッ

プグレードし、最新のサービス リリース

（2000.4.2sr2 またはそれ以降）をインス

トールします。

Windows 2000 Service Pack 4or later is not 

installed.You must have Windows 2000 

Service Pack 4 or later installed before you 

install Cisco CallManager.

オペレーティング システムの適切

なバージョンをインストールして

いません。

すべての専用サーバおよび共存サーバに

オペレーティング システムのバージョ

ン 2000.4.2sr2（またはそれ以降）がイン

ストールされていることを確認します。

Cisco CallManager をインストールする前

に、2000.4.2sr2（またはそれ以降）にアッ

プグレードし、最新のサービス リリース

（2000.4.2sr2 またはそれ以降）をインス

トールします。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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You must install Cisco CallManager by 

double clicking CCMSetup.exe.
Cisco CallManager をインストール

する際、Cisco CallManager パッケー

ジに含まれる msi ファイルをダブ

ルクリックしました。

CCMSetup.exe をダブルクリックします。

Cisco CallManager could not install the 

SUN Microsystems JRE component.Review 

the Cisco CallManager installation logs to 

determine cause of failure, take appropriate 

action.For more information refer, to the 

Cisco CallManager installation documents. 

JRE のインストールに失敗しまし

た。

ログ ファイルを取得して調べます。

Cisco CallManager installation has detected 

JRE version <JREVERSION> installed at 

<JRELOCATION>.Uninstall this version of 

JRE from the server and rerun the 

installation.To continue the installation, you 

must disable or stop any anti-virus 

protection, intrusion detection software, and 

other third-party applications, and then rerun 

the installation program.

インストール中に、互換性のない

JRE のバージョン、または必要なす

べてのコンポーネントがインス

トールされていない可能性がある

バージョンが検出されました。

現在の JRE バージョンをアンインストー

ルし、インストール プログラムを再開し

ます。

Cisco CallManager successfully installed 

Sun JRE and requires the server to be 

rebooted.To continue the installation, you 

must disable or stop any anti-virus 

protection, intrusion detection software, and 

other third-party applications, and then rerun 

the installation program. 

Cisco CallManager が、インストール

を続行するためにサーバのリブー

トを要求しています。

サーバをリブートして、管理者特権でロ

グインします。インストール プログラム

は自動的に続行します。

You must apply SQL 2000 Service Pack 4 

(or later) before proceeding with this 

installation.

Microsoft SQL 2000 Service Pack 4 が

インストールされていません。

Microsoft SQL 2000 Service Pack 4 をイン

ストールしてから、Cisco CallManager の

アップグレードを実行します。

The installation program could not detect a 

valid version of Microsoft SQL 2000. Ensure 

that the server has a valid Cisco CallManager 

version before continuing with the upgrade 

procedure.The installation will now abort.

インストール プログラムは有効な

バージョンの Microsoft SQL 2000 を

検出しませんでした。

再度アップグレードを行う前に、Cisco

CallManager のデータの適切なコピーを

使用してサーバを再構成する必要があり

ます。

If you have installed intrusion detection or 

antivirus protection software, you must stop 

and disable these applications from the 

Services Control console before you 

continue with the Cisco CallManager 

installation.All other installed third-party 

applications must be uninstalled before 

proceeding with the Cisco CallManager 

installation.Failure to follow these directives 

could result in un-recoverable errors.Would 

you like to proceed?

このメッセージは、管理者に対する

要件の警告として常に表示されま

す。 

シスコ認定のアプリケーション（Cisco

Partner Applications）またはプラット

フォーム エージェントがサーバにイン

ストールされている場合は、それを無効

にするかアンインストールして、その

サービスを停止する必要があります。 

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Because the <BUILDVERSION> of this 

Cisco CallManager MSI package is not 

compatible with the Cisco CallManager 

setup file (ccmsetup.exe), make sure that you 

are using the ccmsetup.exe that was 

distributed with this version of Cisco 

CallManager.The installation will now abort.

このメッセージは、MSI パッケージ

に Cisco CallManager セットアップ

ファイルとの互換性がないことを

示します。

このバージョンの Cisco CallManager に

付属する ccmsetup.exe ファイルを使用し

ます。

You are attempting to upgrade 

Cisco CallManager 

<InstalledBUILDVERSION> to version 

<UpgradeBUILDVERSION>.Direct 

upgrades from this version of 

Cisco CallManager are not supported.You 

must first upgrade to a compatible 

Cisco CallManager version before 

upgrading to this version.The installation 

will now abort.

Cisco CallManager 3.3 

Cisco CallManager 4.0、または 

Cisco CallManager 4.1 以外のバー

ジョンからアップグレードしよう

としました。

Cisco CallManager 4.2 にアップグレード

するには、事前に Cisco CallManager 3.3、

Cisco CallManager 4.0、または 

Cisco CallManager 4.1 にアップグレード

します。

You are attempting to upgrade 

Cisco CallManager 

<InstalledBUILDVERSION> to version 

<UpgradeBUILDVERSION>.Upgrades 

from this version of Cisco CallManager 

require using the Same-Server Recovery 

method.Please refer to the Upgrading 

Cisco CallManager Release 4.2(1) 

documentation for more information.The 

installation will now abort.

Same Server Recovery の手順に従わ

ずに、Cisco CallManager 3.2 から 

Cisco CallManager 4.2(1) に直接アッ

プグレードしようとしました。

オペレーティング システムのインス

トール用にこのバージョンの 

Cisco CallManager に付属しているオペ

レーティング システム ディスクを使用

して、Same Server Recovery を実行する必

要があります。 

You are attempting to upgrade 

Cisco CallManager 

<InstalledBUILDVERSION> to version 

<UpgradeBUILDVERSION> by using the 

web download file.You cannot use the web 

download file to upgrade from this version of 

Cisco CallManager directly.You must obtain 

the upgrade CD-ROM disks from your Cisco 

account representative to complete this 

upgrade.The installation will now abort.

Package For Web（PFW）ダウンロー

ド ファイルを使用して 

Cisco CallManager 3.3(x) から 4.2(1)

にアップグレードすることはでき

ません。

Cisco CallManager 4.2(1) ソフトウェア

キットに付属しているアップグレード 

CD-ROM ディスクを使用する必要があ

ります。シスコの代理店にお問い合せく

ださい。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策



第 5 章      アップグレード メッセージ
  

5-5
Cisco CallManager アップグレード手順

OL-9273-01-J

You are attempting a Same System Recovery 

from an unsupported version of 

Cisco CallManager.The installation will 

now abort.

オペレーティング システムのイン

ストール時に、Same Server Recovery

オプションを選択しましたが、次の

どちらかの問題が発生しています。

• Cisco CallManager 3.2 がサーバ

にインストールされていない。

• Cisco CallManager 3.2 サーバの

バックアップの実行時に、誤っ

たバージョンの Cisco IP 
Telephony Applications Backup

ユーティリティを使用した。

サーバにインストール済みの 

Cisco CallManager のバージョンから 

Cisco CallManager 4.2(1) にアップグレー

ドする方法については、本書を参照して

ください。

Configuration changes to the 

Cisco CallManager server do not take effect 

until you restart your system.Click Yes to 

restart the computer now or No if you plan to 

restart the computer later.

このメッセージは、インストール時

に Cisco CallManager の設定を変更

したときに表示されます。

修正処置は必要ありません。

Cisco CallManager installation detected a 

service control file from a previous failed 

installation.This may have resulted in 

incorrect service Startup Type 

settings.Click: "Yes" to continue installing 

with the current settings, "No" to reset 

service startup types to the original settings 

and exit the installation program, or "Cancel" 

to exit the installation program with no 

further action.

このメッセージは、以前インストー

ルに失敗したことがインストール

プログラムによって検出された場

合に表示されます。

Yes を選択して、現在の設定値で Cisco

CallManager のインストールを続行する

ことを推奨します。

The installation has detected that the server 

exists in a domain.When a server exists in a 

domain, authentication between servers may 

fail or the non-default domain security 

policies may be too restrictive for the 

Cisco CallManager installation to build 

critical NT Accounts during an 

upgrade.Failure to remove the server from 

the domain and add to a workgroup may 

cause upgrade errors, upgrade failures, or a 

total system failure, which includes a loss of 

data and a complete reinstallation of 

Cisco CallManager.Would you like to 

proceed? 

サーバがドメイン内に存在します。 インストールを続行する前に、クラスタ

内のすべてのサーバをドメインから削除

することを強く推奨します。

To proceed, the installation program must 

update the configuration and restart the 

server.To continue the installation with these 

changes and restart the server now, click 

OK.To abort the installation, click Cancel.

これは単なる情報メッセージです。 OK をクリックしてインストールを続行

することを推奨します。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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This release of Cisco CallManager is not 

supported on this server model.The 

installation will now abort.

このサーバには、このバージョンの

Cisco CallManager はインストール

できません。

このバージョンの Cisco CallManager を

インストールできるサーバの一覧につい

ては、『Cisco CallManager Compatibility 

Matrix』を参照してください。本書の最

新版を入手するには、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr

oduct/voice/c_callmg/index.htm にアクセス

してください。

The installation program does not have 

enough disk space on the C drive to complete 

the installation.The installation program 

requires that you have 3.0 gigabytes of disk 

space available on your server.Make at least 

3.0 gigabytes of disk space available and 

restart the installation.For information, refer 

to the Upgrading Cisco CallManager guide.

Cisco.com からの Web ファイルを

使用してアップグレードしようと

しましたが、十分なディスク ス

ペースがありません。

3.0 ギガバイトのディスク スペースを確

保してから、インストール プログラムを

再起動します。

The installation program does not have 

enough disk space on the C drive to complete 

the installation.The installation program 

requires that you have 2.0 gigabytes of disk 

space available on your server.Make at least 

2.0 gigabytes of disk space available and 

restart the installation.For information, refer 

to the Upgrading Cisco CallManager guide.

CD ROM ディスクを使用してアッ

プグレードしようとしましたが、十

分なディスク スペースがありませ

ん。

2.0 ギガバイトのディスク スペースを確

保してから、インストール プログラムを

再起動します。

This version of Cisco CallManager is 

currently installed.
このメッセージは、現在サーバにイ

ンストールされているものと同じ

バージョンの Cisco CallManager を

再度インストールしようとした場

合に表示されます。

ディスクをドライブから取り出します。

A newer version of this package has already 

been installed.
このメッセージは、インストールが

成功した後で、そのバージョンより

も前のバージョンの 

Cisco CallManager をインストール

しようとした場合に表示されます。

ディスクをドライブから取り出します。

Cisco CallManager install did not complete 

successfully.Review the log file for more 

information.

Cisco CallManager のインストール

が失敗しました。

ログ ファイルを取得して調べます。

Unable to locate MSI package associated 

with this bootstrapper.
Cisco CallManager のインストール

パッケージに含まれるすべての

ファイルをサーバにコピーしませ

んでした。

インストール パッケージを完全にサー

バにコピーしてから、Cisco CallManager

のインストールを再開します。 

Error opening MSI package Cisco CallManager のセットアップ

時に MSI パッケージを見つけるこ

とができませんでした。

このメッセージは、メディアに問題が発

生した場合に表示されます。再度ディス

クを挿入します。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm
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This package has already been installed. このメッセージは、インストールが

成功した後で、同じバージョンの

Cisco CallManager を再度インストー

ルしようとした場合に表示されま

す。

ディスクをドライブから取り出します。

An unexpected error occurred. Cisco CallManager のセットアップ

時にエラーが発生しました。

ログ ファイルを取得して調べます。

An unexpected error occurred while creating 

the log directory.
インストール時にログ ファイルの

ディレクトリを作成できませんで

した。

サーバのセキュリティ ポリシーが制限

されていないことを確認します。

An unexpected error occurred while 

constructing package name.
Cisco CallManager のセットアップ

時にエラーが発生しました。

ログ ファイルを取得して調べます。

The local security policy “Restrict CD-ROM 

access to locally logged-on user only” is 

enabled.This setting interferes with the 

Cisco CallManager installation.Please 

disable this setting using the Local Security 

Policy utility, reboot, and rerun the 

Cisco CallManager installation.

ご使用のサーバで、「Restrict 
CD-ROM access to locally logged-on

user only」というローカル セキュリ

ティ ポリシーが有効になっていま

す。

Local Security Policy ユーティリティを利

用してこの設定を無効にし、リブートし

てから、Cisco CallManager のインストー

ルを再開します。

詳細については、P.5-15 の「名前解決に

関する問題の解決」を参照してください。

Failure occurred trying to get DBNAME 

value from registry.Aborting 

Cisco CallManager installation.

インストール時に、ローカル マシ

ンのレジストリから DBNAME 値

を読み取れませんでした。

サーバをリブートしてから、Cisco 

CallManager のインストールを再開しま

す。

Failure occurred trying to validate the format 

of DBNAME value.Aborting 

Cisco CallManager installation.

レジストリに含まれている 

DBNAME 値は無効な形式です。こ

のエラーが発生するのは、この値を

手動で変更した場合だけです。

DBNAME 値が CCM0xxx 形式（x は任意

の数字を表す）であることを確認します。

Current OS version does not meet minimum 

requirements.This version of CallManager 

requires the minimum OS version to be 

<MinOSVersion>.The minimum baseline 

OS image version is <MinOSBaseVersion>.

For more information, refer to the “Installing 

the Operating System on the Cisco IP 

Telephony Applications Server and 

Upgrading Cisco CallManager” 

documents.The installation will now abort.”

Cisco CallManager Release 4.2(1) に

は、シスコが提供するオペレーティ

ング システム バージョン 

2000.4.2sr2（またはそれ以降）が必

要です。

インストール可能なバージョンを確認す

るには、『Cisco Compatibility Matrix』を参

照してください。本書を入手するには、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr

oduct/voice/c_callmg/ccmcomp.htm にアク

セスしてください。

Installing Cisco CallManager using 

Terminal Services is not allowed.Install will 

now abort.

Cisco CallManager のインストール、

アップグレード、および設定タスク

では、Terminal Services はサポート

されません。 

Cisco Technical Assistance Center

（TAC）では、リモート管理タスク

やトラブルシューティング タスク

に Terminal Services を使用します。

Virtual Network Computing（VNC）を使用

する場合は、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr

oduct/voice/iptel_os/index.htm にアクセス

して最新版のマニュアルを入手してくだ

さい。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/iptel_os/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/iptel_os/index.htm
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Failed to launch <name of executable>, 

aborting install
インストール時に実行ファイルを

起動しようとしましたが、起動に失

敗しました。

ログ ファイルを取得して調べます。メ

ディアに問題が発生している可能性もあ

ります。

Failure occurred during the Cisco Directory 

installation.Refer to the log file C:\Program 

Files\Common 

Files\Cisco\Directory\IntegratedSetup.trc 

for details.Aborting Cisco CallManager 

install.

DC Directory のインストールが失敗

しました。

ログ ファイルを取得して調べます。

The Cisco CallManager installation detected 

an error while copying files.Stop all platform 

agents and Cisco-verified applications, and 

restart the installation. For more information, 

refer to the Upgrading Cisco CallManager 

document.

Cisco CallManager のインストール

で、サーバへのファイルのコピーに

失敗しました。

すべてのプラットフォーム エージェン

トおよびシスコで検証済みのアプリケー

ションを停止し、インストールを再開す

る必要があります。 

Failure occurred during the 

Cisco CallManager installation.Please look 

at the Cisco CallManager installation log file 

for details.Aborting Cisco CallManager 

installation.

The Cisco CallManager installation

detected an error while copying files.す

べてのプラットフォーム エージェ

ントおよびシスコで検証済みのア

プリケーションを停止し、インス

トールを再開する必要があります。

詳細については、『Cisco CallManager

アップグレード手順』を参照してく

ださい。

ログ ファイルを取得して調べます。 

The password of [X] does not match the 

password on the publisher [Y].For details, 

review the log file [Z].

Cisco CallManager をサブスクライ

バ サーバにインストールしている

ユーザのユーザ名またはパスワー

ド、あるいはその両方がパブリッ

シャ データベース サーバ上のユー

ザ名およびパスワードと一致して

いません。

正しいパブリッシャ サーバ名を入力し

たこと、およびユーザ名とパスワードが

パブリッシャ サーバとサブスクライバ

サーバとで一致していることを確認しま

す。

Because no network connectivity exists or 

you entered the incorrect publisher server 

name, the installation could not verify the 

password of [X] against the publisher 

[Y].For details, review the log file [Z].

このエラーが発生するのは、サブス

クライバ サーバのインストール中

に、サブスクライバ データベース

サーバとパブリッシャ データベー

ス サーバとの間にネットワーク接

続が存在しない場合、あるいは入力

したパブリッシャ データベース

サーバ名が正しくなかった場合で

す。

パブリッシャ データベース サーバとサ

ブスクライバ サーバ間の接続を確認し、

パブリッシャ データベース サーバの正

しい名前を入力したことを確認します。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Either the password of [X] does not match 

the password on the publisher [Y], or a 

network connectivity error occurred.For 

details, review the log file [Z].

次のいずれかの問題が発生しまし

た。

• パブリッシャ データベース 
サーバとサブスクライバ サー

バとの間にネットワーク接続

が確立されていない。

• Cisco CallManager をサブスク

ライバ サーバにインストール

しているユーザのユーザ名ま

たはパスワード、あるいはその

両方がパブリッシャ データ

ベース サーバ上のユーザ名お

よびパスワードと一致しない。

• 入力したパブリッシャ データ

ベース サーバの名前が正しく

ない。

次のそれぞれの作業を実行します。

• パブリッシャ データベース サーバ

とサブスクライバ サーバとの間の接

続を確認する。

• Administrator のユーザ名とパスワー

ドを使用してパブリッシャ データ

ベース サーバおよびサブスクライバ

サーバに Cisco CallManager をインス

トールしたことを確認する。

• 正しいパブリッシャ データベース

サーバ名を入力したことを確認す

る。

The private password phrase does not match 

the private password phrase on the publisher 

[X].For details, review the log file [Y].

サブスクライバ サーバのインス

トール時に、次のいずれかの問題が

発生しました。

• NT サービス アカウントのパス

ワードが一致しない。

• 入力したパブリッシャ データ

ベース サーバの名前が正しく

ない。

• パブリッシュ データベース 
サーバとサブスクライバ サー

バとで、異なるプライベート パ
スワード フレーズを入力した。

次のそれぞれの作業を実行します。

• サブスクライバ サーバとパブリッ

シャ データベース サーバとの間に

信頼できる接続が確立されているこ

とを確認する。

• パブリッシャ データベース サーバ

の正しい名前を入力したことを確認

する。

• パブリッシャ データベース サーバ

と同じプライベート パスワード フ
レーズを入力したことを確認する。

The installation could not verify the private 

password phrase on the publisher <server 

name>, because the user does not have 

permission to access the publisher server 

over the network. For details, review the log 

file <log file name>.

ネットワーク上でパブリッシャ

サーバにアクセスする権限をユー

ザが持っていないため、インストー

ル時にパブリッシャ <server name>

のプライベート パスワード フレー

ズを確認できませんでした。詳細に

ついては、ログ ファイル <log file

name> を確認してください。

パブリッシャ サーバまたはサブスクラ

イバ サーバのいずれかのセキュリティ

設定により、サブスクライバ サーバのイ

ンストール時に、インストール プログラ

ムがパブリッシャ サーバのプライベー

ト パスワード フレーズを確認できませ

んでした。

考えられる原因は次のとおりです。

• パブリッシャ サーバまたはサブスク

ライバ サーバが、インストール時に

ドメイン内にあった。 

• マシン上のローカル セキュリティ

ポリシー設定の中に、インストール

プログラムによるこの操作の実行を

妨害するものがあった。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Either the passwords do not match on the 

publisher [servername], or a network 

connectivity error occurred.

サブスクライバ サーバのインス

トール中に、次のいずれかのエラー

が発生しました。

• ネットワーク接続が失敗した。

• パブリッシャ データベース 
サーバのパスワードと一致し

ない NT サービス アカウント

パスワードを入力した。

• 誤ったパブリッシャ データ

ベース サーバ名を入力した。

次の作業をすべて実行します。

• サブスクライバ データベース サー

バとパブリッシャ データベース

サーバとの間の接続を確認する。

• パブリッシャ データベース サーバ

のパスワードと同じ NT サービス ア
カウント パスワードを入力する。

• 正しいパブリッシャ データベース 
サーバ名を入力する。

The installation failed to verify the 

Cisco CallManager version that runs on the 

publisher database server.Cancel the 

installation, and review the log file at 

C:\Program Files\ Common 

Files\Cisco\Logs\ CCMUIInst.log.

このエラーが発生するのは、サブス

クライバのインストール中に、サブ

スクライバ データベース サーバと

パブリッシャ データベース サーバ

との間にネットワーク接続が存在

しない場合、あるいは入力したパブ

リッシャ データベース サーバ名が

正しくなかった場合です。

パブリッシャ データベース サーバとサ

ブスクライバ データベース サーバとの

間の接続を確認し、また、正しいパブリッ

シャ データベース サーバ名を入力した

ことを確認します。

The Cisco CallManager version you are 

installing on this subscriber does not match 

the version running on the publisher database 

server.Cancel the installation and ensure the 

publisher is upgraded to this Cisco 

CallManager version before you continue.

パブリッシャ データベース サーバ

にインストールしたものと異なる

バージョンの Cisco CallManager を

サブスクライバ データベース サー

バにインストールしようとしまし

た。

パブリッシャ データベース サーバと同

じバージョンの Cisco CallManager をサ

ブスクライバ データベース サーバにイ

ンストールします。

UMX.dll failed to register.After you 

complete the installation, review the log file.
システムで regsvr32 が実行された

際、プロセス作成の失敗、プロセス

の異常終了、またはエラーの発生が

起こったため、UMX.dll が登録に失

敗しました。

インストール後にサーバをリブートした

ことを確認します。コマンド プロンプト

を実行し、regsvr32 C:\dcdsrvr\lib\UMX.dll

と入力してから、Enter キーを押します。 

問題が解決したことを確認するには、当該

サーバで Cisco CallManager Administration

への新しいユーザの追加を試行してくだ

さい。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Indexing directory data did not finish.After 

you complete the installation, review the log 

file.The log file 

C:\dcdsrvr\log\DirInstallValidation.log.

インストール時に、DC Directory に

よるデータのインデックス化が完

了したかどうか判断できませんで

した。

インストールを続行します。インストー

ルの終了時に、プロンプトに従ってサー

バをリブートします。サーバをリブート

した後、サービス コントロールを起動し

て、DC Directory Server が「開始」状態に

なるのを待ちます。

サーバがパブリッシャ データベース

サーバである場合は、サブスクライバ

データベース サーバに Cisco CallManager

をインストールすることができます。 

サーバがサブスクライバ データベース

サーバである場合は、コマンド ウィンド

ウを表示して、dcdrepcl trigger all と入力

します。システムに設定されているユー

ザ数によっては、サービスが開始状態に

変わるまでに開始中の状態が長時間続く

ことがあります。

The Cisco CallManager installation failed to 

stop <list of services> service(s).Please 

reboot the server, manually stop the 

service(s), and rerun the Cisco CallManager 

installation program.

インストール中にインストール プ

ログラムがサービスを停止できま

せんでした。

サーバをリブートし、サービスを手動で

停止してから、Cisco CallManager インス

トール プログラムを再開します。

The installation encountered an unknown 

error while trying to resolve the Publisher 

server name [X].For more information, 

review the log file CCMInstUI.log.

パブリッシャ サーバの名前解決に

失敗しました。

正しいパブリッシャ サーバ名を入力し

たことを確認します。hosts ファイルを確

認するには、P.5-15 の「名前解決に関す

る問題の解決」を参照してください。

The installation could not resolve the 

Publisher server name [X] to a valid IP 

address.Verify that you entered the correct 

publisher server name, and review the log 

file CCMInstUI.log for more information.

入力したパブリッシャ サーバ名が

正しくない、または hosts ファイル

に誤った情報が含まれています。

正しいパブリッシャ サーバ名を入力し

たことを確認します。hosts ファイルを確

認するには、P.5-15 の「名前解決に関す

る問題の解決」を参照してください。

The installation successfully resolved the 

Publisher server name [X] to IP address [Y] 

but could not resolve the IP address back to a 

host name.

Cisco CallManager パブリッシャ 

サーバの逆引き名前解決に失敗し

ました。

正しいパブリッシャ サーバ名を入力し

たことを確認します。hosts ファイルを確

認するには、P.5-15 の「名前解決に関す

る問題の解決」を参照してください。

The installation successfully resolved the 

Publisher server name [X] to IP address [Y] 

and resolved the IP address back to the host 

name [Z].The resolved host name does not 

match the server name that you entered.

入力したパブリッシャ サーバ名

が、正引き名前解決および逆引き名

前解決の実行後にインストール プ

ログラムが取得したサーバ名と一

致していません。

正しいパブリッシャ サーバ名を入力し

たことを確認します。hosts ファイルを確

認するには、P.5-15 の「名前解決に関す

る問題の解決」を参照してください。

The installation encountered an unknown 

error while trying to determine the server 

type during the upgrade.For more 

information, review the log file [x].

レジストリに無効なサーバ情報が

含まれています。 

ログ ファイルを取得して調べます。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Because mapped network drives exist on the 

server, the installation could not verify the 

password of [x] against the publisher [y]. 

Disconnect all the mapped drives, reboot the 

system, and rerun the installation. For 

details, review the log file [z].

インストール時に、サブスクライバ

サーバとパブリッシャ データベー

ス サーバとでパスワードが一致し

ていることを確認できませんでし

た。

マッピングされているすべてのドライブ

を接続解除し、システムをリブートして

から、インストールを再開します。 

Because mapped network drives exist on the 

server, the installation could not verify the 

private password phrase against the 

publisher [y]. Disconnect all the mapped 

drives, reboot the system, and rerun the 

installation. For details, review the log file 

[z].

インストール時に、サブスクライバ

サーバとパブリッシャ データベー

ス サーバとでプライベート パス

ワード フレーズが一致しているこ

とを確認できませんでした。

マッピングされているすべてのドライブ

を接続解除し、システムをリブートして

から、インストールを再開します。 

The Cisco CallManager installation detected 

an unrecoverable error during database 

migration.You must revert to the original 

version of Cisco CallManager.For more 

information, refer to the Installing the 

Operating System on the Cisco IP Telephony 

Applications Server and Upgrading 

Cisco CallManager documents.

インストール プログラムは Cisco

CallManager データを移行できませ

んでした。

次の手順に従って、元のバージョンの 
Cisco CallManager に復元します。

• Same Server Recovery を利用してオ

ペレーティング システムをインス

トールする。

• アップグレードの試行前にサーバで

実行されていたバージョンの Cisco
CallManager をインストールする。

• バックアップ ファイルから Cisco 
CallManager のデータを復元する。

詳細については、P.4-1 の「アップグレー

ド試行後における前の設定の復元」を参

照してください。

You are upgrading Cisco CallManager 

<InstalledBUILDVERSION> to version 

<UpgradeBUILDVERSION> which does 

NOT support the following features:

• Force Authorization Code and Client 
Matter Codes

• Call Block for Extension to Extension 
Transfer

If you continue to upgrade, these features 

will no longer be available, and any 

associated data will be lost.Do you want to 

continue the upgrade process?

3.3(4) およびそれ以降を 4.0(2) に

アップグレードする場合、メッセー

ジに示されている機能を使用でき

なくなります。

なし。これは情報メッセージです。

The upgrade that you are attempting is not 

supported.To verify which versions of 

Cisco CallManager are compatible for 

upgrade, please refer to the 

Cisco CallManager Compatibility Matrix on 

CCO.The installation will now abort.

選択したバージョンの Cisco 

CallManager からのアップグレード

はサポートされていません。 

インストール可能なバージョンを確認す

るには、『Cisco Compatibility Matrix』を参

照してください。本書を入手するには、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr

oduct/voice/c_callmg/ccmcomp.htm にアク

セスしてください。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ccmcomp.htm


第 5 章      アップグレード メッセージ
  

5-13
Cisco CallManager アップグレード手順

OL-9273-01-J

Cisco CallManager installation failed while 

installing Microsoft SQL 2000. Review the 

Cisco CallManager installation logs to 

determine the cause of failure.Take 

appropriate action and reinstall both the 

Cisco IP Telephony Operating System and 

Cisco CallManager program.For more 

information refer to the Cisco CallManager 

installation documents.

考えられる原因は次のとおりです。

• ターゲット マシンがウィルス

に感染している。

• Cisco Security Agent、アンチウ

イルス ソフトウェア、またはそ

の他のサードパーティ製アプ

リケーションがインストール

され、実行されていた。

Cisco CallManager のインストールを再確

認して、問題の原因を特定します。ウィ

ルスを除去するか、または問題のソフト

ウェアを無効化するための適切な処置を

行ってから、Cisco IP Telephony Operating

System および Cisco CallManager プログ

ラムの両方を再インストールします。

Cisco CallManager successfully installed 

Microsoft SQL 2000 and requires the server 

to be rebooted.To continue the installation, 

you must disable or stop any antivirus 

protection, intrusion detection software, and 

other third-party software, and then rerun the 

installation program.When the server 

reboots, you must rerun the installation 

program to continue your installation. 

アンチウイルス ソフトウェア、侵

入検知ソフトウェア、またはその他

のサードパーティ製アプリケー

ションがインストールされ、実行さ

れていました。

インストールを続行するには、次の作業

を行う必要があります。

a. すべてのアンチウィルス ソフトウェ

ア、侵入検知ソフトウェア、その他

のサードパーティ製アプリケーショ

ンを無効化または停止する。  

b. インストール プログラムを再開する。

c. サーバのリブート後、インストール

プログラムが自動的に続行されない

場合は、手動で再開する。 

Cisco CallManager installation failed while 

installing Microsoft SQL 2000 SP4.Review 

the Cisco CallManager installation logs to 

determine cause of failure, take appropriate 

action.Download Microsoft SQL 2000 

service pack 4 (or later) from Cisco.com, 

install it on the server, and rerun the 

Cisco CallManager installation program.For 

more information refer to the 

Cisco CallManager installation documents.

考えられる原因は次のとおりです。

• ターゲット マシンがウィルス

に感染している。

• Cisco Security Agent、アンチウ

イルス ソフトウェア、またはそ

の他のサードパーティ製アプ

リケーションがインストール

され、実行されていた。

Microsoft SQL 2000 Service Pack 4（または

それ以降）を Cisco.com からダウンロー

ドして、サーバにインストールし、次に

Cisco CallManager インストール プログ

ラムを再開します。

Cisco CallManager successfully installed 

Microsoft SQL 2000 SP4 and requires the 

server to be rebooted.To continue the 

installation, you must disable or stop any 

antivirus protection, intrusion detection 

software, and other third-party applications, 

and then rerun the installation 

program.When the server reboots, you must 

rerun the installation program to continue 

your installation.The installation program 

automatically reboots the server and the 

installation will continue.

アンチウイルス ソフトウェア、侵

入検知ソフトウェア、またはその他

のサードパーティ製アプリケー

ションがインストールされ、実行さ

れていました。

インストールを続行するには、次の作業

を行う必要があります。

a. すべてのアンチウィルス ソフトウェ

ア、侵入検知ソフトウェア、その他

のサードパーティ製アプリケーショ

ンを無効化または停止する。  

b. インストール プログラムを再開する。

c. サーバのリブート後、インストール

プログラムが自動的に続行されない

場合は、手動で再開する。 

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策
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Cisco CallManager could not install the 

Microsoft MDAC Hotfix MS04-003 at this 

time.

When the installation has finished, please 

reapply the latest Cisco OS Upgrade Service 

Release.

For more information refer to the 

Cisco CallManager installation documents.

ホットフィックスのタイムアウト

である 1800 秒が経過したか、

Microsoft SQL Server 2000 Service 

Pack 4 がすでにシステムにインス

トールされています。

Cisco CallManager のインストールに影響

はありませんが、インストールの終了後

に、最新の Cisco OS Upgrade Service 

Release を再度適用してください。

Microsoft SQL Server 2000 SP 4 がすでに

インストールされている場合、このメッ

セージは無視してもかまいません。

Cisco CallManager could not install the 

Microsoft SQL 2000 Hotfix MS03-031.

When the installation has finished, download 

the SQL 2000 Hotfix MS03-031 from 

cisco.com, and manually install it.

For more information refer to the 

Cisco CallManager installation documents.

Microsoft SQL Hotfix MS03-031 のイ

ンストールに失敗しました。Cisco

CSA またはアンチウィルス ソフト

ウェアがインストールされて動作

しているか、または Microsoft SQL

Server 2000 Service Pack 4 がすでに

システムにインストールされてい

る可能性があります。

Cisco CallManager のインストールに影響

はありません。インストールの終了後、

Cisco CSA またはアンチウィルス ソフト

ウェアを無効にし、cisco.com から SQL

2000 Hotfix MS03-031 をダウンロードし、

手動でインストールします。ホット

フィックスのインストール後、Cisco CSA

およびアンチウィルス ソフトウェアを

再度有効にできます。

Microsoft SQL Server 2000 SP 4 がすでに

インストールされている場合、このメッ

セーは無視してかまいません。

SQL2K-MS03-031.exe は、

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/c

mva-3des からダウンロードできます。

The installation program detected an 

insufficient amount of memory for this 

version of Cisco CallManager to function 

properly on this server.You may continue 

installing this version on a subscriber server, 

but you must increase the amount of memory 

on this server to a minimum of 1 GB after the 

installation to avoid any system problems.

サーバが最小メモリ要件を満たし

ていません。 

インストールは続行できますが、システ

ムの問題を避けるために、インストール

後にこのサーバのメモリを 1 GB 以上に

増やすことを推奨します。

The installation program detected an 

insufficient amount of memory for this 

version of Cisco CallManager to function 

properly on this server.Please increase the 

amount of memory you have on this server to 

a minimum of 1 GB before you install this 

version of the program. 

サーバが最小メモリ要件を満たし

ていません。 

Cisco CallManager をインストールする前

に、このサーバのメモリを 1 GB 以上に

増やしてください。

表 5-1 インストール時のメッセージ（続き）

メッセージ 原因 対応策

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cmva-3des
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cmva-3des
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名前解決に関する問題の解決
Cisco CallManager では、NetBIOS および IP の名前解決が必要です。WINS（NetBIOS）または DNS

（IP）の設定を誤ると、サービス停止につながる可能性があります。

名前解決の問題を解決するには、ネットワーク管理者に問い合せ、ネットワーク全体における

NetBIOS および IP の名前解決を確認します。確認する内容は、ローカル デバイスの IP 設定、ロー

カル デバイスの名前解決（LMHOSTS および HOSTS）、ネットワーク ベースの名前解決システム

（WINS および DNS）、および DHCP システムです。

（注） ローカル ベースまたはネットワーク ベースのいずれか一方の名前解決を使用することを推奨しま

す。両方を同時に使用しないでください。

（注） ローカルの名前解決を使用し、いずれかのサーバの IP アドレスを変更する場合、ネットワーク内

で影響を受けるすべてのサーバの LMHOSTS ファイルおよび HOSTS ファイルを適宜更新する必要

があります。変更内容を有効にするには、影響を受けるサーバをすべてリブートするか、ステップ

4 の作業を実行します。 

（注） ネットワーク ベースの名前解決を使用し、いずれかのサーバの IP アドレスを変更する場合は、WINS
および DNS（RARP を含む）システムを更新する必要があります。変更内容を有効にするには、影

響を受けるサーバをすべてリブートするか、ステップ 4 の作業を実行します。 

手順

ステップ 1 ipconfig /all コマンドおよび hostname コマンドをクラスタ内の各サーバで実行して、各サーバの IP

アドレス、ホスト名、および DNS サフィックスを取得します。

ステップ 2 クラスタ内のすべてのサーバの名前と IP アドレスを、各サーバの hosts ファイルに入力します。hosts

ファイルは、c:\winnt\system32\drivers\etc にあります。

次の例は、hosts ファイルを示しています。cm1 はホスト名を表し、mydomain.com は デフォルトの

DNS サフィックスまたは接続固有の DNS サフィックスを表します。これらは、ipconfig /all コマン

ド出力から取得されます。

127.0.0.1 localhost

1.3.5.9 cm1 cm1.mydomain.com

1.2.4.8 cm2 cm2.mydomain.com

ステップ 3 クラスタ内のすべてのサーバの名前と IP アドレスを、各サーバの lmhosts ファイルに入力します。

lmhosts ファイルは、c:\winnt\system32\drivers\etc にあります。

次の例は、lmhosts ファイルを示しています。cm1 はホスト名を表します。

1.3.5.9 cm1 #PRE

1.2.4.8 cm2 #PRE
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ステップ 4 変更内容を有効にするには、次のコマンドを各サーバで実行します。

ipconfig /flushdns

nbtstat -R

（注） このコマンドで、「R」は大文字と小文字が区別されるので注意してください。

ステップ 5 次の手順に従って、変更内容が正常にロードされたことを確認します。

a. nbtstat -c の出力を確認します。

クラスタにある他のすべてのサーバ名が、life（キャッシュの寿命）-1 と共に表示されていま

す。これらの名前は複数回表示されます。

次の例は、nbtstat -c コマンドの出力を示しています。

b. ipconfig /displaydns の出力を確認します。クラスタ内のすべてのサーバで、正引きエントリおよ

び逆引きエントリが少なくとも 1 つずつ必要です。次の例では、サーバごとに正引きエントリ

と逆引きエントリが 2 つずつあります。

正引きエントリ

cm1.mydomain.com.
------------------------------------------------------
Record Name . . . . . : cm1.mydomain.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live  . . . . : 30682708
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . :
>                     1.2.4.8
cm1.
------------------------------------------------------
Record Name . . . . . : cm1
Record Type . . . . . : 1
Time To Live  . . . . : 30682708
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . :
>                     1.2.4.8

例 5-1 NetBIOS Remote Cache Name Table

Name Type Host Address Life [sec]

CM2 <03> UNIQUE 1.3.5.9 -1

CM2 <00> UNIQUE 1.3.5.9 -1

CM2 <20> UNIQUE 1.3.5.9 -1

CM1 <03> UNIQUE 1.2.4.8 -1

CM1 <00> UNIQUE 1.2.4.8 -1

CM1 <20> UNIQUE 1.2.4.8 -1
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逆引きエントリ

8.4.2.1.in-addr.arpa.
------------------------------------------------------
Record Name . . . . . : 8.4.2.1.in-addr.arpa
Record Type . . . . . : 12
Time To Live  . . . . : 30682708
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
PTR Record  . . . . . :
>                     cm1

Record Name . . . . . : 8.4.2.1.in-addr.arpa
Record Type . . . . . : 12
Time To Live  . . . . : 30682708
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . . . : Answer
PTR Record  . . . . . :

cm1.mydomain.com
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Restrict CD-ROM Access to Locally Logged-On User Only セキュリ
ティ ポリシーの無効化

ローカル セキュリティ ポリシー「Restrict CD-ROM access to locally logged-on user only」が有効に

なっているというエラー メッセージが表示されたら、この設定を無効にし、サーバをリブートして

から、Cisco CallManager のインストールを再び実行する必要があります。このセキュリティ ポリ

シーを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Start > Programs > Administrative Tools > Local Security Policy を順に選択して、Local Security Policy

ユーティリティを起動します。

ステップ 2 左側のペインで Local Policies フォルダを開き、Security Options フォルダを選択します。

ステップ 3 右側のペインで Restrict CD-ROM access to locally logged-on user only ポリシーを選択し、Enter キー

を押します。

Local Security Policy ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 Disabled オプション ボタンを選択し、OK をクリックします。

ステップ 5 Local Security Policy ユーティリティを終了します。

ステップ 6 サーバをリブートします。

ステップ 7 Cisco CallManager のインストールを再開します。
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