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概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager（CUCM）および最も一般的な
Cisco IP フォンで、夏時間（DST）の変更とタイム ゾーンの設定を実装および管理する方法につ
いて説明します。

CUCM の実装する 時間帯設定および DST 変更

CUCM のタイム ゾーン情報はインターネットアドレス管理機構 （IANA）で定義される時間帯 デ
ータベースに基づいています: それは時々創設コントリビューターを示す Olson データベースと
、アーサー デイヴィッド Olson 呼ばれます。 ポール Eggert は現在 エディタおよび保守です。
最近のタイムゾーン更新のための時間帯 データベースを参照して下さい。

時間帯 データベースの変更は通常幾つかの時間年起こります; tz アナウンス アーカイブのすべて
の最近の更新の履歴をチェックできます。

時間帯 データベースの重要な変更に関しては、Ciscoリリース 時間帯 データベースへの変更を含
む CUCM のための .cop ファイル。 時間帯 データベースの変更すべてが CUCM のためのそれぞ
れ .cop ファイルがありません。

すべてに現在サポートされた CUCM バージョンに関しては（この CLI コマンドで確認すること
ができるゾーン データ バージョンまでに設計し直された最も新しいバージョン 10.5 を除いて
）、DST 変更は定義されるスケジュールに従って実行された、:

admin:show timezone config

Current timezone: Central European Time (Europe/Warsaw)

Timezone version: 2012j

この場合、インストール済みタイムゾーン バージョンは 2012j であり、システムは中央ヨーロッ
パ標準時（CET）時間帯で設定 されます。

このコマンドで使用可能時間時間帯のリストを表示できます:

http://www.iana.org/time-zones
http://mm.icann.org/pipermail/tz-announce/


admin:show timezone list

  0 - Africa/Abidjan

  1 - Africa/Accra

  2 - Africa/Addis_Ababa

  3 - Africa/Algiers

  4 - Africa/Asmara

  5 - Africa/Bamako[...]

 405 - Europe/Warsaw

[...]

そして CUCM の時間帯はこのコマンドで設定 することができます:

admin:set timezone 405

Using timezone: Europe/Warsaw

A system restart is required

このコマンドでは、405 はヨーロッパ/ワルシャワ時間帯へ 405 のマッピングです。

注: CUCM の時間帯を変更した後、システム 再始動が必要となります。

DST 変更スケジュールは特定の CUCM バージョンのためにリリースされ、毎回 DST ルールが変
更される DST アップデート .cop ファイルによって更新済である場合もあります。 地球を渡る
DST に毎年多くの変更があります、従って DST スケジュールをアップデートしておくことは重
要です。 DST アップデート .cop ファイルはこの形式で名付けられます:

admin:set timezone 405

Using timezone: Europe/Warsaw

A system restart is required

各 DST アップデート .cop ファイルはゾーンのための DST 変更スケジュール アップデートが毎
回含まれている .csv ファイル（TzDataCSV.csv）の新しい バージョンが含まれています。 ファ
イルはゾーンのためのこの情報が毎回含まれています。 ヨーロッパ/アムステルダム時間帯のため
の例はここにあります:

TIMEZONE_EUROPE_AMSTERDAM,"Europe/Amsterdam","60","0/3/0/5,02:00:00:00","0/10/0/4,

03:00:00:00","60","Europe/Amsterdam"

出力の異なるコンポーネントが意味するものをの説明はここにあります:

TIMEZONE_EUROPE_AMSTERDAM - 識別子●

ヨーロッパ/アムステルダム-時間帯名前●

「60" -相殺される Greenwich Mean Time （GMT）●

「0/3/0/5,02:00:00:00" - DST は 2 AM で開始します; 3 つは行進を意味します; 5 つは今月の
第 5 日曜日を意味します

●

「0/10/0/4,03:00:00:00" - 3 AM の DST 停止; 10 は 10月意味します; 4 つは今月の第 4 日曜日
を意味します

●

「60" -分の DST 変更●

「ヨーロッパ/アムステルダム」-追加時間帯マーカー●

DST アップデート .cop ファイルをインストールした後、TzDataCSV.csv からのすべての情報は



CUCM データベースでアップデートされます。

CUCM データベースでは、保存する表は DST アップデート情報 Typetimezone 表と呼ばれます
。 Typetimezone 表のコンテンツは CLI 構造化照会言語 （SQL）によってチェックすることがで
きます; 例はここにあります:

admin:run sql select * from typetimezone where name ='Europe/Amsterdam'

enum name description moniker bias stddate stdbias dstdate dstbias abbreviation

legacyname

==== ================ ============================================================

========================= ==== ==================== ======= ===================

======= ============ ================================

23 Europe/Amsterdam (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Vienna

TIMEZONE_EUROPE_AMSTERDAM -60 0/10/0/4,03:00:00:00 0 0/3/0/5,02:00:00:00 -60 CET W.

Europe Standard/Daylight Time

出力の異なるコンポーネントが意味するものをの説明はここにあります:

stddate -標準時間開始する●

dstdate -夏時間開始する●

バイアス- GMT からのオフセット ●

stdbias -標準時間の間のバイアスからのオフセット●

dstbias -夏時間の間のバイアスからのオフセット●

見てわかるように、データベースの年についての情報がありません。 CUCM の DST アップデー
ト変更は年仕様ではないです; Typetimezone 表からの時間更新は毎年加えられ、新しい DST ア
ップデート .cop ファイルインストールによってしか変更することができません。

Cisco ほとんどの普及した IP フォンの実装する 時間帯設定およ
び DST 変更

このセクション送付 CUCM の電話のための DST 変更を処理する方法を。

始動プロセスの間に、すべての電話は TFTPサーバと通信し、情報に基づいて config ファイルか
ら tzdata 情報を、ダウンロードします。 このプロセスは電話の種類によって異なり、決まります
。 電話の後でダウンロードするべきファイルが同じ TFTPサーバからそれファイルをダウンロー
ドするコンフィギュレーション ファイル内の情報を得ます。

イメージでは、<tz file> は tzupdater.jar、tzdatacsv.csv、または j9-tzdata.jar です。

79XX シリーズ、8961、および 99X1 電話は config ファイルからのこのセクションに基づいて
tzupdater.jar ライブラリのダウンロードの tzdata 情報をアップデートします:

<device>

<tzdata>



<tzolsonversion>version</tzolsonversion>

<tzupdater>tzupdater.jar<tzupdater>

</tzdata>

</device>

ファイルの異なるコンポーネントが意味するものをの説明はここにあります:

バージョン-これは tzupdater.ver ファイルから来る Olson TZ バージョンです TFTP フォルダ
にダンプされる

●

tzupdater.jar -これは Java 電話のための tz アップデート ファイルです●

3911、3951、69XX シリーズおよび 894X 電話は config ファイルからのこのセクションに基づい
て tzdatacsv.csv ファイルのダウンロードの tzdata 情報をアップデートします:

<device>

<tzdata>

<tzolsonversion>version</tzolsonversion>

<tzupdater>tzdatacsv.csv<tzupdater>

</tzdata>

</device>

ファイルでは、tzdatacsv.csv は Lodown/RTL/Gumbo 電話のための時間帯 アップデート ファイ
ルを意味します。

78XX シリーズおよび 88XX シリーズ電話は config ファイルからのこのセクションに基づいて j9-
tzdata.jar ライブラリのダウンロードの tzdata 情報をアップデートします:

<device>

<tzdata>

<tzolsonversion>version</tzolsonversion>

<tzupdater>j9-tzdata.jar<tzupdater>

</tzdata>

</device>

ファイルでは、j9-tzdata.jar は 78XX シリーズおよび 88XX シリーズ用の時間帯 アップデート フ
ァイルを意味します。

注: tzupdater.jar、tzdatacsv.csv および j9-tzdata.jar のようなファイルは DST アップデート
.cop ファイルのインストール時に TFTPサーバでアップデートされます。

CUCM バージョン 10.5 の DST 実装変更

CUCM バージョン 10.5 では、DST が変更する方法は変更されました処理されました。 これらの
機能強化は新しい DST .cop ファイルインストールが必要となったときにオープンされたケース
の数を減らしました。

ほとんどの場合国の政府ルールが毎年変更しないので、新しい .cop ファイルをインストールする
必要はありません。 しかし暦年が毎年変更するのでそして、.csv ファイルをアップデートする必
要があります。

たとえば、いくつかの年のために、DST 開始する日は第 4 日曜日であり、時々第 5 日曜日に開始
します。 時々、.csv ファイルは第 4 日曜日を指し、またある時は、第 5 日曜日を指します。 こ
れは行進が 4 か 5 日曜日を過す場合があるので複雑である可能性があります。 この機能の目標は
.csv ファイルが第 4 または第 5 日曜日にの代りに先週の日曜日示す必要があることです。 従って



新しい .csv ファイルが必要となります。

バージョン 10.5 の前の CUCM バージョンでは、この変更は新しい DST .cop ファイルインスト
ールを必要としました。 CUCM Veresion 10.5 の変更によって、この動作は見られます:

DST は 1 月 10 日に 00:00 時間の今年の間 CUCM サーバが動力を与えられる場合ファイルを
生成されます支配します。

●

CUCM サーバが動力を与えられない場合、DST ルール ファイルは 1 月 10.日にまたは以降に
サーバが起動するとき生成されます。

●

管理者は CLI からの utils アップデート dst コマンドを実行する場合 DST ルール ファイルを
手動で生成できます。

admin:utils update dst

Creating backup of existing DST rules file.

Backup of DST rules file created.

Creating new file for DST rules. This might take several minutes.

Do not press Ctrl-C.

DST rules file created for the current year.

Cisco TFTP will restart now.

Service Manager is running

Cisco Tftp[STARTED]

Cisco tftp restarted.

CSV file created succesfully.

●

変更が実施されることができるように電話を再起動して下さい。 電話を再起動しない場合、それ
は不正確な DST スタート/ストップ日付という結果に終ります。

注: 時間帯のための時間帯 データベースが変更する場合まだ DST .cop ファイルをアップデ
ートすることを必要とします。 それは DST 変更をもうしないことをたとえば、特定の国が
決定すれば、DST .cop ファイルをアップデートする必要があります。

CUCM および Cisco IP フォンの DST 変更に関する問題を回避
して下さい

電話および CUCM システムの DST アップデート変更における既知の問題を回避するために（バ
ージョン 8.X から Version10.5 への）、これらの心配を覚えて下さい:

Cisco.com で利用可能 な DST .cop ファイルの最も新しいリリースとアップデートされる
CUCM システムを保存して下さい。

●

新しい DST .cop ファイルの CUCM システムをアップデートする度に、tzdata JARファイル
はまた更新済である必要があります。 古いファームウェアを実行する電話においての互換性
の問題を避けるために、それは強く推奨されていますシステムを最新のデバイス パック リリ
ースとアップデートしておくために。

●

「見る度にタイム ゾーン データ ダウンロード メッセージ」は電話のステータスメッセージ
の失敗しました、電話に正しい時刻 ディスプレイに問題があり、問題に DST アップデート
の間に実行をためにことは非常に可能性のあるであるので調査して下さい。

●



   

ルールは変更されること発表がある度に DST ルールが変更される、こういうわけで DST
.cop ファイルをリリースし、インストールする必要がある時 Cisco が予測できないことに注
意すれば下さい。

●


	CUCM バージョン 8.X/9.X/10.X タイム ゾーンと DST の変更
	目次
	概要
	CUCM の実装する 時間帯設定および DST 変更
	Cisco ほとんどの普及した IP フォンの実装する 時間帯設定および DST 変更
	CUCM バージョン 10.5 の DST 実装変更
	CUCM および Cisco IP フォンの DST 変更に関する問題を回避して下さい


