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概要

シスコ テクニカル サポートに問題を開示する場合、より良い方法で問題を特定および限定するた
めの予備情報が必要です。 この情報の一部は常に必要です。

その他の情報は、問題の性質によって異なります。 ケースを開いた後に、エンジニアから情報を
収集するように要求されるまで待っていると、問題を解決するのが遅くなります。

このドキュメントでは、エンジニアに迅速に提供できるように、問題の種類に関して必要な予備
情報を特定します。 また、このドキュメントでは、同じデータを繰り返しテストしたり再収集し
たりするのを避けるために、テクニカル サポート エンジニアのために情報を収集する際に利用で
きる一般的なガイドラインも提供します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

全般的な注意事項

この項では、AVID テクニカル サポート ケースを解決するのに使用されるさまざまなツール、製
品、およびプロセスに関するガイドラインを定義します。

テクニカル サポートのサイト エリア

テクニカル サポート サイト エリアには、一般的な問題を分析し、解決策を提供するためのツー
ルやエンジニアが書いた技術文書の詳細なコレクションが含まれています。 テクニカル サポート
トレーニング リソースには、シスコ学習コネクションや各種セミナーなどのさまざまなトレーニ
ング リソースへのリンクが含まれています。

テクニカル サポートに連絡する前に、[Voice Technology Support] および [Voice and Unified
Communications Product support] ページを確認してください。

シスコ サポート コミュニティ

Cisco サポート コミュニティでは、フォーラムに参加して情報交換することができます。 テクニ
カル サポートに問い合わせる前に、コラボレーション、音声、およびビデオ コミュニティを確認
してください。
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Cisco.com の事例

[Contact Technical Support] からケースを開くと、ケースを開くための他のあらゆる方法よりも
優先されます。 ケースを開いてフォローアップするには、必ず Web を使用してください。 優先
度の高いケース（P1/P2）はこの規則の例外です。

注: Cisco.com ケースを開く場合は、問題について正確に説明することが重要です。その説明に基
づいて、いくつかの URL が選択され、表示されます。 テクニカル サポート エンジニアの連絡を
待つ間、これらのリンクの 1 つ 1 つにアクセスしてください。これらのサイトの情報によって、
すぐに問題が解決することも多いです。

添付ファイル

100 KB を超えるドキュメントは zip 形式で圧縮する必要があります。 ケースにドキュメントを
添付し、エンジニアに電子メールで送信できます。 これを行うには、Web ベースのテクニカル
サポート ケースの更新オプションを使用します。

リモート アクセス

注: ダイヤルインを設定する際には、login: cisco または password: cisco を使用しないでください
。そうしないと脆弱性の原因になります。

次のいずれかの方法でテクニカル サポート エンジニアがデバイスにリモートからアクセスできる
ようにすることで、問題を迅速に解決できます。

パブリック IP アドレスが設定された装置●

ダイヤルイン アクセスアナログ モデム、ISDN モデム、Microsoft PPTP、VPN（降順の優先
順位）

●

NAT（ネットワーク アドレス変換）プライベート IP アドレスを持つ機器にアクセスできる
ようにするための Cisco IOS® ソフトウェアおよび Private Internet Exchange （PIX）

●

リモート アクセスは、対象となるすべての装置に対して Terminal Services セッション（リモー
ト ポート 3389）、HTTP セッション（リモート ポート 80）、および Telnet セッション（リモ
ート ポート 23）を確立できる必要があります。

エンジニアの介入時にファイアウォールによって Cisco IOS ソフトウェア トラフィックと PIX ト
ラフィックが遮断されないこと、およびサーバ上で Terminal Services などの必要なすべてのサー
ビスが開始されていることを特に注意して確認してください。

すべてのアクセス情報は最大限の注意を払って処理され、顧客の同意なしにシステムに変更が加
えられることはありません。

スニファ トレース

スニファ トレースは、通常、ラップトップまたは Catalyst ポート上にあるスニファを搭載したそ
の他のデバイスによって収集でき、注目に値する情報が含まれている VLAN またはポート
（CatOS、Cat6K-IOS、XL-IOS）を広く対象とするように設定されています。 利用可能なポート
が空いていない場合は、スニファ搭載デバイスを、スイッチとデバイスの間に挿入されるハブに
接続することが可能です。

注: IP テレフォニーの問題については、Cisco IP フォンの背面にある PC ポートにスニファを接
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続します。

注: シスコ テクニカル サポートで広く使用されている SnifferPro ソフトウェアを使用して、コレ
クションをトレースできます。 また、このソフトウェアは、エンジニアがトレースを容易に理解
し、解釈できるようにします。 IP フォン、ゲートウェイ、および Cisco Unified CallManager な
どの、関係するすべての機器の IP アドレスまたは MAC アドレスについて知らせる必要がありま
す。

デバッグ

注: 営業時間中にライブ環境でデバッグを収集することは避けてください。 デバッグは営業時間
外に収集するのが望ましいです。 ライブ環境でデバッグを収集する必要がある場合は、no
logging console および logging buffered コマンドを発行します。 デバッグを収集するには、show
log コマンドを発行します。

Cisco IOS 音声ゲートウェイ デバッグを実行する前に、service timestamps debug datetime msec
コマンドがゲートウェイでグローバルに設定されていることを確認してください。

一部のデバッグは非常に冗長です。 そのため、コンソール ポート（デフォルトの logging
console）またはバッファ（logging buffer）でデバッグを直接収集します。 Telnet セッション経
由でそれらを収集する場合、デバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があり、収集した
デバッグは不完全である可能性があります。 そのため、デバッグを再収集する必要性が生じます
。

スニファ トレース

Cisco CallManager トレースは、IP テレフォニーの問題をトラブルシューティングするのに使用
されるプロセスで非常に重要です。 Cisco CallManager のトレースを収集するためのガイドライ
ンとして、「シスコ テクニカル サポートのための Cisco CallManager のセットアップ」を参照し
てください。

電話機の統計

Cisco IP Phone 79xx に関する電話の統計情報を取得するにはアクティブな通話中にあるI ボタン
を 2 回押してください。

また、[Cisco CallManager Administration] ページ内の「QRT」サービスを設定し、このサービス
に電話機を登録できます。 詳細については、「電話機の問題レポートビューア」を参照してくだ
さい。

一般的なトピック

問題を再現し、情報を生成する目的でテストを実行する場合、この問題を理解するのに次の情報
が重要です。

発信者番号/着信者番号●

特定のシナリオに関係のあるその他の番号とその役割です。●

コールが H.323 ゲートウェイまたは Media Gateway Control Protocol （MGCP）ゲートウェ
イのいずれから発信されたか。

●

問題が PSTN 間または IP フォン間のインバンド/アウトバンド コールのいずれで発生したの●

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a0080094e89.shtml
//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/service/3_3_3/ccmsrva/saqrt.html


か。
通話の時間：すべての機器における時刻の同期が重要です。●

標準的な必須情報

あらゆる問題で、シスコ テクニカル サポートには常に情報を提供する必要があります。 ケース
を開く際に使用するためにもこの情報を収集および保存する必要があります。 さらには、変更が
あれば定期的に更新する必要があります。

ネットワーク レイアウト

これは、物理セットアップおよび論理セットアップの詳細な説明、および音声ネットワーク（存
在する場合）に関連するすべてのネットワーク要素です。

Cisco CallManager：バージョン（[CCMAdmin] > [Details]）、いずれかのサービスパッチ、
CallManager の数、セットアップ、（スタンドアロン、クラスタ）

●

Cisco Unity：バージョン（メイン管理ページ）、統合タイプ●

アプリケーション：バージョン●

IP/音声ゲートウェイ：オペレーティング システム（OS）のバージョン、show tech コマン
ド（Cisco IOS ゲートウェイ）、CM ロード（Skinny ゲートウェイ）、H.323 または MGCP

●

スイッチ：OS のバージョン、VLAN 設定●

ダイヤル プラン：番号付け方式、コール ルーティング●

視覚的な図、または JPG などのその他の詳細図を提出する必要があります。 図は、Cisco Live
セッション経由で、 ツールのホワイトボードを使用して提供することもできます。

問題の説明

問題が発生したときにユーザが実行した処理について、手順ごとの詳細を提供します。 次のよう
な詳細な情報を含める必要があります。

予想される動作●

実際に観察された動作の詳細●

一般情報

この情報は、簡単に入手できる必要があります。

新しいインストールかどうかそれが古いインストールの場合、インストール当初からこの問
題が発生していたか当初は発生していなかった場合、最近システムに対して何か変更を行っ
たか

●

この問題は再現可能かどうか再現可能な場合、通常の環境で発生するか、または特別な環境
で発生するか再現不可能な場合、問題が発生したタイミングが特別だったのかどうか発生の
頻度

●

影響のあるデバイスランダムなデバイスではなく、特定のデバイスが影響を受ける場合、影
響を受けるデバイスの共通点は何か

●

コール パス上のデバイス（存在する場合）●



問題の種類と具体的な必須情報

この項では、テクニカル サポートに対してケースを提出するのに必要な、問題の種類および具体
的な必須情報について説明します。

注: 次の表の網掛け部分は、シスコ テクニカル サポートにケースを提出する際に必要とされる情
報を表します。

CallManager： システム/OS

次の情報を提供します。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●
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サービスが
開始しない

CPU の
使用率
が高い

イ
ベ
ン
ト
ロ
グ
エ
ラ
ー

システム
クラッシュ
/フリーズ

メ
モ
リ
リ
ー
ク

イベント ロ
グ
（app/sys/s
ec）

?     ?  

IIS および
シスコ サー
ビスのステ
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びメモリ
カウンタ

メ
モ
リ
カ
ウ
ン
タ

共通
ソフトウェア バージョン、インストール済
みサービス パック、アドオン、ホット フィ
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追加情報    
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CallManager： 管理

次の情報を提供する必要があります。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●

 
Cisco CallManager の管理
CCMAdmin へのア
クセス 設定

イベント ログ
（app/sys/sec
）

?  

IIS およびシス
コ サービスの
ステータス

?  

IIS ログ ?  
DBL トレース   ?

共通
ソフトウェア バージョン、インストー
ル済みサービス パック、アドオン、ホ
ット フィックス、パッチ

追加情報    

CallManager： 呼処理/シグナリング

次の情報を提供する必要があります。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●

コールを 1 回実行し、この表に基づいて、適切な情報をすべて収集します。 このドキュメントの
「デバッグ」の項の一般的なガイドラインに従ってください。

 

Cisco CallManager： コールの処理/確立/ドロップ

IP フ
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MGCP
ゲートウ
ェイ 2

Skinn
y ゲー
トウ
ェイ 3

H.323 ゲートウェイ 4

デ
バ
ッ
グ

show
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IOS ゲー
トウェイ   IOS ゲートウェイ

show
run

IOS ゲー
トウェイ   IOS ゲートウェイ

Cisco
CallM
anage
r のト
レー

すべての Cisco CallManagers が対象
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ス
cch32
3
h225

    IOS ゲートウェイ

voice
ccapi
inout

    IOS ゲートウェイ

mgcp
all

IOS ゲー
トウェイ    

isdn
q931    

一次群速度インターフェ
イス（PRI）を使用した
IOS ゲートウェイ

vtsp
all

IOS ゲー
トウェイ
/ Foreign
Exchang
e Station
（FXS）

 

R2、個別線信号方式
（CAS）、または FXS
を使用した IOS ゲートウ
ェイ

vpm
all

IOS ゲー
トウェイ
/FXS

 
R2、CAS、または FXS
を使用した IOS ゲートウ
ェイ

     

Cisco CallManager <->
ゲートウェイ間の IOS ゲ
ートウェイ以外のトラフ
ィック

共通

発信者番号、着信者番号、関連するその他
の番号、通話時間、観察された挙動
注: 複数のデバッグを収集する場合、すべて
同時に収集してください。

追加
情報      

1 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — IP フォン

2 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — MGCP プロトコル — MGCP ゲートウェイ
— PSTN

3 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — Skinny ゲートウェイ
— PSTN

4 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — H.323 — H.323 ゲートウェイ — PSTN

CallManager： 片通話

次の情報を提供する必要があります。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●
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コールを 1 回実行し、この表に基づいて、適切な情報をすべて収集します。 「デバッグ」の一般
的なガイドラインに必ず従ってください。

   

CallManager： 片通話

IP フォ
ン間 1

MGCP
ゲート
ウェイ2

Skinny
ゲート
ウェイ3

H.323 ゲートウ
ェイ 4

デ
バ
ッ
グ

show
versi
on

 
IOS ゲ
ートウ
ェイ

  IOS ゲートウェ
イ

show
run  

IOS ゲ
ートウ
ェイ

  IOS ゲートウェ
イ

スニ
ファ
トレ
ース

ゲートウェイの減衰設定

cch3
23
h245

      IOS ゲートウェ
イ

cch3
23
rtp

      IOS ゲートウェ
イ

voice
ccapi
inout

      IOS ゲートウェ
イ

mgc
p
pack
ets

 
IOS ゲ
ートウ
ェイ

   

vtsp
all  

IOS ゲ
ートウ
ェイ

  IOS ゲートウェ
イ

show
call
activ
e
voice
brief

     

PRI、FXS、
Foreign
Exchange Office
（FXO）経由で
コールする場合
は IOS ゲートウ
ェイ

  7960/7940 が RxCnt、TxCnt、RxLost、
MaxJtr の動作を示した場合

  音声エンドポイント間、およびエンドポイン
ト <-> CallManager 間のトラフィック

共通

発信者番号、着信者番号、関連するその他の
番号、通話時間、観察された挙動
注: 複数のデバッグを収集する場合、すべて
同時に収集してください。
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追加
情報

どちら側が音声が聞こえないのか？ 永続的
な片通話か？ そうでない場合は、コールの
起動時に発生するか？ しばらく経ってから
？ どれぐらい継続するか？

1. IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — IP フォン

２．IP Phone — skinny プロトコル — CallManager — MGCP — MGCP ゲートウェイ — PSTN

3．IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — Skinny ゲートウェイ
— PSTN

4. IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — H.323 — H.323 ゲートウェイ — PSTN

CallManager： Echo

次の情報を提供する必要があります。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●

コールを 1 回実行し、この表に基づいて、適切な情報をすべて収集します。 このドキュメントの
「デバッグ」の項の一般的なガイドラインに従ってください。

 
 
IP フォ
ン間 1

MGCP ゲー
トウェイ 2

MGCP ゲー
トウェイ 3

MGCP ゲー
トウェイ 4

show
versio
n

  IOS ゲート
ウェイ   IOS ゲート

ウェイ

show
run   IOS ゲート

ウェイ   IOS ゲート
ウェイ

CallM
anage
r 設定

ゲートウェイの減衰設定

show
call
active
voice

 

IOS ゲート
ウェイ（ト
ーン テスト
中）

 

IOS ゲート
ウェイ（ト
ーン テスト
中）

show
port
voice
active

   

Catalyst
6000 （トー
ン テスト中
）

 

  音声エンドポイント間、およびエンドポイント
<-> Cisco CallManager 間のトラフィック

共通

発信者番号、着信者番号、関連するその他の番号
、通話時間、観察された挙動
注: 複数のデバッグを収集する場合、すべて同時
に収集してください。



追加
情報

どちら側がエコーが聞こえるか？ 永続的なエコ
ーか？ そうでない場合は、コールの開始時に発
生するか？ しばらく経ってから？ どれぐらい継
続するか？ 長いエコーか短いエコーか？ 音は大
きいか小さいか？

1 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — IP フォン

2 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — MGCP — MGCP ゲートウェイ — PSTN

3 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — Skinny ゲートウェイ
— PSTN

4 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — H.323 — H.323 ゲートウェイ — PSTN

CallManager： 最適でない音声品質

次の情報を提供する必要があります。

ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●

コールを 1 回実行し、この表に基づいて、適切な情報をすべて収集します。 このドキュメントの
「デバッグ」の項の一般的なガイドラインに従ってください。

 

Cisco CallManager： 最適でない音声品質

IP フォン
間 1

MGCP ゲ
ートウェ
イ 2

MGCP ゲ
ートウェ
イ 3

MGCP ゲート
ウェイ 4

show
version   IOS ゲー

トウェイ   IOS ゲートウ
ェイ

show
run   IOS ゲー

トウェイ   IOS ゲートウ
ェイ

Cisco
CallMa
nager
のトレ
ース

すべての Cisco CallManagers が対象

CallMa
nager
設定

ゲートウェイの減衰設定

show
call
active
voice |
inc los

     

PRI、FXS、
FXO 経由でコ
ールする場合
は IOS ゲート
ウェイ

  7960/7940 が RxCnt、TxCnt、RxLost、MaxJtr
の動作を示した場合

  音声エンドポイント間、およびエンドポイント
<-> Cisco CallManager 間のトラフィック

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a0080094e89.shtml
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共通

発信者番号、着信者番号、関連するその他の番
号、通話時間、観察された挙動
注: 複数のデバッグを収集する場合、すべて同時
に収集してください。

追加情
報

どちら側に最適でない音声が聞こえるか？ 永続
的な問題か？ そうでない場合は、コールの開始
時に発生するか？ しばらく経ってから？ どれぐ
らい継続するか？

1 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — IP フォン

2 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — MGCP — MGCP ゲートウェイ — PSTN

3 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — skinny プロトコル — Skinny ゲートウェイ
— PSTN

4 IP フォン — skinny プロトコル — CallManager — H.323 — H.323 ゲートウェイ — PSTN

CallManager： アップグレードまたはインストールの失敗

アップグレードまたはインストールが失敗した場合、次の情報を提供する必要があります。

Cisco CallManager の元のバージョン●

アップグレード/インストールのバージョン●

処理中に表示されたエラー メッセージ●

次のパスの下にあるログを収集します。

C:\*.log1.
C:\*.txt2.
C:\Winnt\sti*.*3.
C:\dcdsrvr\log\*.*4.
C:\Install\DBInstall\*.*5.
C:\Program Files\Common Files\Cisco\Logs\*.*6.

これがサービス パックまたはエンジニアリングの特殊インストールの場合、C:\Program
Files\Cisco\ciscoupdate.txt ファイルを含めます。

CallManager： バックアップ ユーティリティ

次の情報を提供する必要があります。

Cisco CallManager のバージョン●

C:\Winnt\sti*.txt●

C:\Winnt\Catalog.txt●

このファイルを作成するには、画面の右下隅にある [Backup] ユーティリティ アイコンをクリッ
クし、[Create Catalog of Backup] を選択します。

CallManager： その他

次の情報を提供する必要があります。



ネットワーク レイアウト●

問題の説明●

一般情報●

 
Cisco CallManager： その他
IP フォンの登録解除/登
録 1

IP フォンの再起
動 1

Cisco
CallManager
のトレース

すべての Cisco CallManagers が対象

  Cisco CallManagers と IP フォンとの間の
トラフィック

共通 関連するフォンの IP および MAC アドレ
ス

追加情報 電話の電源は何か（インライン パワーま
たは外部電源）？

1. IP フォン — skinny プロトコル — CallManager

アプリケーション： アテンダント コンソール

ケースを開く前に、「Cisco CallManager アテンダント コンソールのよく寄せられる質問
（FAQ）」を参照してください。

次の情報を収集します。

Cisco CallManager のバージョン●

アテンダント コンソールのバージョン●

パイロット ポイント DN、整理されたハンド グループ メンバー●

サーバ側からは、C:\ProgramFiles\Cisco\CallManagerAttendant\ にある ログ フォルダ全体を
提供します

●

関連するすべての CallManager からの Cisco CallManager トレース●

関連するすべての Cisco Unified CallManager からのコンピュータ テレフォニー インテグレ
ーション（CTI） トレース

●

関連するすべての Cisco Unified CallManager からのテレフォニーコール ディスパッチャ ト
レース

●

クライアント側からは、次の場所のログを提供します。C:\ProgramFiles\Cisco\CallManager
Antendant Console\*.txtC:\ProgramFiles\Cisco\CallManager Antendant Console\jtapi\*.txtクラ
イアントにログインするのに使用するユーザ ID

●

注: クライアント側では、インストール時にデフォルトのパスを選択した場合にのみ、このパスが
有効です。 選択しなかった場合は、C:\ProgramFiles\ の代わりに選択したパスを指定します。

アプリケーション： 顧客からの応答ソリューション（CRA/CRS、IPCC Express、
IP Autoattendant、ICD）

次のためのトレース マスク

AutoAttendant： SS_TEL●

ICD： SS_RM、SS_CM、SS_TEL、SS_RMCM、ICD_CTI、ICD_RTDM、STEP_ICD●

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a0080094e89.shtml
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エクステンション モビリティ： GENERAL_STEPS*, LIB_LDAP, CCNUSER_STEPS*,
SS_HTTP*, LIB_DIRECTORY*

●

* CRA/CRS のフル バージョンでのみ利用可能です。

アプリケーション： 問題特有の必須情報

管理レポートツール（ART）

ART サーバでは、次のアプリケーション、システム、およびセキュリティ イベント ログを抽出
します。

ErrorLog.txt：存在する場所は C: /ciscowebs/art●

ARTSchError.log：存在する場所は C: /ciscowebs/art/SchedulerService●

ARTSchOutput.log ：存在する場所は C: /ciscowebs/art/SchedulerService●

wrapper.properties：存在する場所は C: /ciscowebs/art/SchedulerService●

自動登録電話サポート（TAPS）用のツール

TAPS に関して、次のログが生成されます。

C:\CiscoWebs\BAT\Taps\TAPSTrace.txt●

C:\CiscoWebs\BAT\Taps\LogFiles\Taps log file.txt●

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875240&referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-2852372-2325602?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	AVVID TAC ケース： トラブルシューティング情報の収集
	目次
	概要
	前提条件
	要件
	使用するコンポーネント
	表記法

	全般的な注意事項
	テクニカル サポートのサイト エリア
	シスコ サポート コミュニティ
	Cisco.com の事例
	添付ファイル
	リモート アクセス
	スニファ トレース
	デバッグ
	スニファ トレース
	電話機の統計
	一般的なトピック

	標準的な必須情報
	ネットワーク レイアウト
	問題の説明
	一般情報

	問題の種類と具体的な必須情報
	CallManager： システム/OS
	CallManager： 管理
	CallManager： 呼処理/シグナリング
	CallManager： 片通話
	CallManager： Echo
	CallManager： 最適でない音声品質
	CallManager： アップグレードまたはインストールの失敗
	CallManager： バックアップ ユーティリティ
	CallManager： その他
	アプリケーション： アテンダント コンソール
	アプリケーション： 顧客からの応答ソリューション（CRA/CRS、IPCC Express、IP Autoattendant、ICD）
	アプリケーション： 問題特有の必須情報
	管理レポートツール（ART）
	自動登録電話サポート（TAPS）用のツール


	関連情報


