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はじめに

Prime Collaboration サーバの初期設定を実行した後で、次の作業を実行するときにこのマニュアルを

参照してください。

• Prime Collaboration を使用してデバイスを管理するために、デバイス クレデンシャルの詳細を追

加します。

• 管理するデバイスに基づいて、さまざまな検出方法を使用してデバイスを検出します。

• インベントリ データベースを 新の状態に維持するためにポーリング パラメータを定義します。

• インベントリをモニタします。

このマニュアルは Cisco Prime Collaboration 9.0 の複数の短いマニュアルの 1 冊です。Prime 
Collaboration に関するその他の作業、たとえばユーザ管理、デバイス管理、音声プロビジョニング、

ネットワーク モニタリング、障害管理などを実行するには、『Cisco Prime Collaboration 9.0 
Documentation Overview』に記載されている、すべてのマニュアルのリストを参照してください。

対象読者
このマニュアルは、インフラストラクチャ ベースのリアルタイム コラボレーション サービス、たとえ

ばビデオ（TelePresence）やテレフォニー（VoIP）の設定、プロビジョニング、インベントリ、および

メンテナンス（エンドポイント、管理サーバ、サービス固有ネットワーク デバイスなどが含まれます）

を担当する音声およびビデオのエンジニアを対象としています。

Prime Collaboration は仮想サーバに展開されます。ユーザは、仮想サーバの設定と、CLI を使用する 
UNIX コマンドを理解している必要があります。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
v
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C H A P T E R 1

デバイス管理の概要

デバイス クレデンシャルの管理、デバイスの検出、デバイスとデバイス クレデンシャルのインポート

およびエクスポートを、デバイス管理を使用して行うことができます。Prime Collaboration 9.0 のホー

ムページの [Operate] メニューから、この機能を利用できます。

Cisco Prime Collaboration 9.0 で管理する前に、ネットワーク上のデバイスを設定する方法について、

「Setting Up Devices for Prime Collaboration」の項を確認する必要があります。  

コラボレーション ネットワークの一部である、すべての IP テレフォニーおよびビデオ コラボレーショ

ン エンドポイント、マルチポイント スイッチ、アプリケーション マネージャ、コール プロセッサ、

ルータ、スイッチを検出および管理できます。

Prime Collaboration は、アプリケーション マネージャで管理されるすべてのコール プロセッサおよび

エンドポイントを検出します。検出の一部として、デバイス インターフェイスおよびペリフェラルの

詳細も取得され、Prime Collaboration データベースに保存されます。

Prime Collaboration では、さまざまな検出方法を使用してデバイスを検出できます。検出ジョブをス

ケジュールするときに、単一 IP アドレスと複数 IP アドレスのどちらも指定できます（図 4-1 を参照）

検出が完了したら、次のデバイス管理タスクを実行できます。

• ユーザ定義グループの下でデバイスをグループ化します。

• 管理対象デバイスの可視性の設定を編集します。

• デバイスのイベント設定をカスタマイズします。

• デバイスを再検出します。

• 管理対象デバイスのインベントリを更新します。

• 管理対象デバイスの管理を一時停止およびレジュームします。

• グループからデバイスを追加または削除します。

• デバイス アクセス クレデンシャルを管理します。

• Cisco Unified Operations Manager からデバイス リストおよびデバイス クレデンシャルをインポー

トします。

• 管理対象エンドポイントおよびサービス インフラストラクチャ デバイス インベントリをエクス

ポートします。

• 管理アプリケーションのフェールオーバーが発生してもセッションを継続的にモニタリングできる

ように、クラスタを管理します。

• デバイスを定期的にポーリングし、必要に応じてポーリング パラメータを設定します。

エンドポイント インベントリ データの収集方法については、「デバイスの検出」の章を参照してくださ

い。Prime Collaboration によって収集されるインベントリ データの説明については、「インベントリの

管理」の章を参照してください。
1-1
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C H A P T E R 2

デバイス クレデンシャルの管理

Cisco Prime Collaboration を使用して管理するすべてのデバイスのデバイス クレデンシャルを設定す

る必要があります。デバイスを検出し、インベントリを更新するためにデバイス クレデンシャルが必

要です。クレデンシャルがデバイスによって異なる場合は、別個のクレデンシャル プロファイルを作

成してください。つまり、2 つの Cisco Unified Communications Manager を、それぞれ別のクレデン

シャルを使用して Prime Collaboration で管理する場合は、2 つの別個のクレデンシャル プロファイル

を作成する必要があります。

（注） Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズ、Cisco Cius、および Cisco Jabber Video for 
TelePresence（Movi）の各エンドポイントにはクレデンシャルは必要ありません。これらのエンドポ

イントは、登録されているコール プロセッサの検出を介して検出されます。

トラブルシューティング ワークフローを開始する前に、ビデオ エンドポイントおよびネットワーク デ
バイスの CLI クレデンシャルを入力する必要があります。

デバイス クレデンシャルの追加とコピー
デバイスを検出する前にデバイス クレデンシャルを設定する必要があります。

ネットワーク内の各デバイスに対して、設定されている SNMP クレデンシャルはすべて同じであって

も、CLI クレデンシャルはそれぞれ異なることがあります。このような場合は、まずプロファイルを新

規に作成した後で、既存のプロファイルを複製してください。

新しいクレデンシャル プロファイルを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Manage Credentials] をクリックします。

ステップ 3 [Credentials Profile] ウィンドウで、[Add] をクリックして必要な情報を入力します。表 2-1 を参照し

てください。 

ステップ 4 [Add/Update] をクリックします。

既存のクレデンシャル プロファイルをコピーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Credentials Profile] ウィンドウで、既存のプロファイルを選択し、[Clone] をクリックします。

ステップ 2 プロファイルの新しい名前を入力し、既存のフィールドを必要に応じて更新します。
2-1
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  デバイス クレデンシャルの追加とコピー
ステップ 3 [Add/Update] をクリックします。

デバイスが検出された後で、[Current Inventory] テーブルをチェックすると、クレデンシャルが Prime 
Collaboration データベースで更新されたことを確認できます。

表 2-1 は、[Credential Profiles] ページのフィールドについての説明です。

表 2-1 [Credential Profiles] のフィールドの説明

フィールド名 説明 その他の情報

Profile Name クレデンシャル プロファイルの名前。 • CTS_MAN

• CUCM

• router_switches

Device Type （任意）デバイス クレデンシャルを管理するデバ

イスのタイプ。

選択したデバイス タイプに基づいて、クレデン

シャルのフィールド（SNMP、CLI など）が表示

されます。

選択は必須ではありませんが、検出にかかる時間

を削減するために、クレデンシャル プロファイル

の作成時に適切なデバイス タイプを選択すること

を推奨します。

クレデンシャル プロファイル作成時にデバイス 
タイプを選択しなかった場合のデフォルトのデバ

イス タイプは、「Any」です。

デバイス タイプのリストについては、cisco.com 
を参照してください。

EX シリーズ、MX シリーズ、SX シリーズ、ベア 
コーデック デバイス、およびコーデックが指定さ

れたすべてのプロファイルについては、デバイス 
タイプとして [Codec] を選択します。

MSE デバイスの場合は、デバイス タイプとして 
[Cisco MCU] を選択します。

任意のクレデンシャル（SNMP、HTTP、JTAPI、
CLI、MSI）を入力して Any クレデンシャル プロ

ファイルを作成できます。

自動検出（ping スイープと CDP 検出）を実行す

るには、Any クレデンシャル プロファイルを作

成する必要があります。ただし、論理検出も実行

できます。

ネットワークに複数のサブネットがある場合は、

サブネットごとに Any プロファイルを作成しま

す。
2-2
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  デバイス クレデンシャルの追加とコピー
IP Address Pattern クレデンシャルを指定するデバイスの IP アドレ

ス。次の作業が必要です。

• 有効な IPv4 アドレスだけを入力します。

• 複数の IP アドレスはパイプ文字（|）で区切

ります。

• 0.0.0.0 および 255.255.255.255 は使用しない

でください。

• 疑問符（?）は使用しないでください。

次のことを推奨します。

• CTS-Manager、Cisco Unified CM、および 
CTMS の IP アドレスを正確に入力します。

• CTS またはネットワーク デバイスのいずれ

かの IP アドレスを正確に入力します。

• アドレス パターンではワイルドカード式を多

数使用しないでください。

デバイスの共通パターンが見つからない場合は、

*.*.*.* と入力します。

パターンの使用方法については、SNMPv2C を参

照してください。

Prime Collaboration は IPv4 が設定されたエンド

ポイントのみをサポートします。IPv6 が設定さ

れたエンドポイントはサポートしません。また、

Prime Collaboration はデュアル スタック（IPv4 
と IPv6 が設定された）エンドポイントはサポー

トしません。

• 100.5.10.*|100.5.11.*|100.5.20.*|100.5.21.*

• 200.5.1*.*|200.5.2*.*|200.5.3*.*

• 172.23.223.14

• 150.5.*.*

• 150.*.*.*、192.78.22.1?、150.5.*.*/24 など

のパターンの使用は避けてください。

General SNMP 
Options

SNMP のタイムアウト SNMP タイムアウトはデフォルトで 10 秒に設定

されます。

SNMP Retries 再試行値はデフォルトでは 2 です。

SNMP Version SNMP バージョンの選択は必須です。

表 2-1 [Credential Profiles] のフィールドの説明 （続き）

フィールド名 説明 その他の情報
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  デバイス クレデンシャルの追加とコピー
SNMPv2C

デバイスの検出と管

理に使用されます。

SNMP Read Community String SNMPv2C または SNMPv3 のいずれかのクレデ

ンシャルを指定できます。

Cisco TelePresence システムとネットワーク デバ

イスには異なる SNMP クレデンシャルを使用す

ることを推奨します。

Prime Collaboration は、IP アドレス パターンに

基づいてクレデンシャル プロファイルを検索しま

す。その後、 Prime Collaboration は、SNMP クレ

デンシャルが一致するプロファイルを選択しま

す。

一致する複数のプロファイル（つまり、同じ 
SNMP クレデンシャルを持つプロファイル）が存

在することがあります。そのような場合は、

Prime Collaboration は、 初に一致するプロファ

イルを選択します。

（注） 場合によっては、SNMP クレデンシャル

が同じでも、CLI クレデンシャルが異な

る複数のプロファイルが存在することが

あります。これによって、

Prime Collaboration は、正しい SNMP ク
レデンシャルを含んでいても、デバイス

の CLI クレデンシャルが正しくないプロ

ファイルを選択します。この場合、トラ

ブルシューティング ワークフローは機能

しないことがあります。

SNMP Write Community String —

SNMPv3

デバイスの検出と管

理に使用されます。

SNMP Security Name —

SNMP Authentication Protocol MD5 と SHA のいずれかを選択できます。

SNMP Authentication Passphrase —

SNMP Privacy Protocol —

SNMP Privacy Passphrase —

CLI

トラブルシューティ

ングの目的でメディ

ア パスを検出するた

めに、CLI を介して

デバイスにアクセス

するために使用され

ます。

[CLI Login Username] と [Password] CLI クレデンシャルは、トラブルシューティング 
ワークフロー中に使用されます。クレデンシャル

が入力されていない場合、または入力されたクレ

デンシャルが正しくない場合、トラブルシュー

ティング ワークフローは機能しないことがありま

す。

表 2-1 [Credential Profiles] のフィールドの説明 （続き）

フィールド名 説明 その他の情報
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 第 2 章      デバイス クレデンシャルの管理

  デバイス クレデンシャルの更新
（注） クレデンシャル プロファイルの中で IP アドレス パターンを定義するときに（[Operate] > [Device 
Work Center] > [Manage Credentials]）、ワイルドカード文字（*）の使用は 小限にしてください。ワ

イルドカード文字を使用すると、検出時間が長くなる可能性があります。

デバイス クレデンシャルの更新
Prime Collaboration アプリケーションで現在管理しているデバイスのクレデンシャルを更新した場合

は、Prime Collaboration データベースで関連するクレデンシャル プロファイルを更新する必要があり

ます。

クレデンシャルが正しくない場合は、「やや重大」イベント Device is not accessible from Prime 
Collaboration がトリガーされます（[Operate] > [Alarms & Events] > [Events]）。

クレデンシャル プロファイルを更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Manage Credentials] をクリックします。

ステップ 3 [Credential Profiles] ウィンドウからプロファイル名を選択します。

ステップ 4 クレデンシャルを更新して、[Add/Update] をクリックします。

HTTP

システム ステータス

と会議情報をポーリ

ングするために 
HTTP を介してデバ

イスにアクセスする

ために使用されま

す。

[HTTP Username] と [Password] Prime Collaboration では 初に HTTP アクセス

のチェックが行われます。アクセスの試行に失敗

すると、Prime Collaboration では HTTPS アクセ

スのチェックが行われます。

JTAPI

Cisco Unified CM 
からセッション ス
テータス情報を取得

する際に使用しま

す。

JTAPI のユーザ名およびパスワード。

（注） パスワードにはセミコロン（;）または等

号（=）を使用しないでください。

JTAPI は任意です。TelePresence セッション モニ

タリングの場合にのみ必須です。

MSI

トラブルシューティ

ングの目的でメディ

ア パスを検出するた

めに、MSI を介して

デバイスにアクセス

するために使用され

ます。

MSI のユーザ名およびパスワード MSI クレデンシャルは、トラブルシューティング 
ワークフロー中に、MSI がイネーブルのエンドポ

イントのトラブルシューティングに使用されま

す。

表 2-1 [Credential Profiles] のフィールドの説明 （続き）

フィールド名 説明 その他の情報
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第 2 章      デバイス クレデンシャルの管理

  デバイス クレデンシャルの検証
Prime Collaboration では、更新したクレデンシャルでデータベースを更新するのに数分かかります。

クレデンシャルの更新後に、情報イベント Device is accessible from Collaboration Manager がト

リガーされます。Prime Collaboration は、次のポーリング ジョブで更新されたクレデンシャルを使用

します。

イベント モニタリングの詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management Guide』
を参照してください。

デバイス クレデンシャルの検証
クレデンシャルの誤りが原因でデバイス検出が失敗した場合は、失敗したデバイスのクレデンシャルを

テストしてそのデバイスを再検出できます。[Operate] > [Device Work Center] > [Discovery Jobs] を選

択すると、検出されなかったデバイスが一覧表示されます。

（注） 検出ジョブの実行中にこの作業を実行しないでください。

定義済みのクレデンシャルを検証するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Manage Credentials] をクリックします。

ステップ 3 [Credential Profiles] ウィンドウから、クレデンシャルのテストに使用するプロファイル名を選択し、

[Verify] をクリックします。

ステップ 4 クレデンシャルをテストするために、デバイスの IP アドレスを入力します。検証できるのは一度に 1 
つのデバイスだけです。*.*.*.* や 192.2.*.* などの式は入力できません。有効な IP アドレスを入力す

る必要があります。

ステップ 5 [Test] をクリックします。

検証に失敗した場合に、考えられる原因を表 2-2 に示します。

表 2-2 クレデンシャルに関するエラー メッセージ

エラー メッセージ 状態 解決策

SNMPv2

SNMP Request: Received no 
response from IP Address.

次のいずれかの原因により失敗。

• デバイスの応答が遅い。

• デバイスが到達不能である。

• クレデンシャル プロファイルに入力さ

れたコミュニティ ストリングが正しく

ない

• デバイスの接続性を検証する。

• 正しいコミュニティ ストリングを指

定してクレデンシャル プロファイル

を更新する

SNMP timeout. デバイスの応答が遅いか、またはデバイス

が到達不能である。

• デバイスの接続性を検証する。

• クレデンシャル プロファイルで 
[SNMP Timeout] および [SNMP 
Retries] の値を大きくする。
2-6
Cisco Prime Collaboration 9.0 デバイス管理ガイド

OL-27260-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html


 

 第 2 章      デバイス クレデンシャルの管理

  デバイス クレデンシャルの検証
Failed to fetch table due to: 
Request timed out.

デバイスの応答が遅いか、またはデバイス

が到達不能である。

クレデンシャル プロファイルで [SNMP 
Timeout] および [SNMP Retries] の値を

大きくする。

SNMPv3

The configured SNMPv3 
security level is not supported on 
the device.

設定された SNMPv3 セキュリティ レベル

がデバイスでサポートされていない。

クレデンシャル プロファイルで、

SNMPv3 セキュリティ レベルを、サポー

トされているセキュリティ レベルに変更

する。

The SNMPv3 response was not 
received within the stipulated 
time.

デバイスの応答が遅いか、またはデバイス

が到達不能である。

デバイスの接続性を検証する。

SNMPv3 Engine ID is wrong. クレデンシャル プロファイルに入力され

たエンジン ID が正しくない。

クレデンシャル プロファイルで、正しい 
SNMPv3 エンジン ID を入力する。

SNMPv3 message digest is 
wrong.

次のいずれかの原因により失敗。

• SNMPv3 認証アルゴリズムまたはデバ

イス パスワードが正しくない

• ネットワーク エラー

• クレデンシャル プロファイルに正し

い SNMPv3 認証アルゴリズムおよび

デバイス パスワードが設定されてい

ることを確認する

• ネットワーク エラーがないかどうか

を確認する

SNMPv3 message decryption 
error.

SNMPv3 メッセージを復号化できない。 クレデンシャル プロファイルに正しい 
SNMPv3 認証アルゴリズムが入力されて

いることを確認する。

Unknown SNMPv3 Context. クレデンシャル プロファイルに設定され

ている SNMPv3 コンテキストがデバイス

に存在しない。

クレデンシャル プロファイルに設定され

ている SNMPv3 コンテキストが正しいこ

とを確認する。

Unknown SNMPv3 security 
name.

クレデンシャル プロファイルに設定され

た SNMPv3 ユーザ名が正しくない、また

はデバイスで SNMPv3 ユーザ名が設定さ

れていない。

クレデンシャル プロファイルおよびデバ

イスで正しい SNMPv3 ユーザ名が設定さ

れていることを確認する。

CLI

Login authentication failed. クレデンシャル プロファイルに入力され

たクレデンシャルが正しくない。

クレデンシャル プロファイルで、デバイ

スの CLI クレデンシャルを確認し再入力

する。

Connection refused. デバイス上で SSH サービスまたは Telnet 
サービスが実行されていない可能性があ

る。

1. サポートされている CLI（ポート）

についてデバイスの接続性を検証す

る。

2. デバイス上で SSH サービスまたは 
Telnet サービスが実行されているか

どうかを確認する

HTTP

表 2-2 クレデンシャルに関するエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ 状態 解決策
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第 2 章      デバイス クレデンシャルの管理

  デバイス クレデンシャルの削除
（注） クラスタ内のすべてのノードがすべてのプロトコルを実行するとは限りません。たとえば、JTAPI がす

べてのノードでは実行されないこともあります。その結果、クレデンシャル検証テストが一部のノード

で不合格となることがあります。

クレデンシャルの問題点を解消したら、デバイス クレデンシャルを再度検証し、そのデバイスの検出

を実行します。

デバイスが検出された後で、Prime Collaboration データベースのアクセス情報が更新されたかどうか

を、[Current Inventory] テーブルで確認することができます。詳細については、「インベントリ詳細の

表示」（P.6-1）を参照してください。

デバイス クレデンシャルの削除
未使用のプロファイルだけを削除できます。Prime Collaboration アプリケーションで管理されている

デバイスのクレデンシャル プロファイルを削除しないことを推奨します。

プロファイルが使用されているかどうかを確認する場合は、[Inventory] ページに移動して、デバイス

を選択します。デバイスのプロファイルの詳細は、[Access Information] ペインに表示されます。「ア

クセス情報」（P.6-4）を参照してください。

クレデンシャル プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。

Server returned HTTP response 
code: 401 for URL.

HTTP サービスが実行されていない、また

は URL が無効である。

• デバイス上で HTTP サービスまたは 
HTTPS サービスが実行されているか

どうかを確認する 

• サーバで URL が有効かどうかを確認

する

Connection refused. HTTP サービスまたは HTTPS サービスが

実行されていない。

デバイス上で HTTP サービスまたは 
HTTPS サービスが実行されているかどう

かを確認する

HTTP check failed. クレデンシャル プロファイルに入力され

た HTTP クレデンシャルが正しくない。

クレデンシャル プロファイルで、デバイ

スの HTTP クレデンシャルを確認し再入

力する。

JTAPI

Failed to access JTAPI. クレデンシャル プロファイルに入力され

た JTAPI クレデンシャルが正しくない

クレデンシャル プロファイルで、デバイ

スの JTAPI クレデンシャルを確認し再入

力する。

（注） パスワードにはセミコロン（;）
や等号（=）を使用しないでくだ

さい。

MSI

Failed to access MSI. クレデンシャル プロファイルに入力され

た MSI クレデンシャルが正しくない

デバイスの MSI クレデンシャルを確認

し、クレデンシャル プロファイルに再入

力する。

表 2-2 クレデンシャルに関するエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ 状態 解決策
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 第 2 章      デバイス クレデンシャルの管理

  デバイス クレデンシャルの削除
ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Manage Credentials] をクリックします。デフォルトでは、リストに

初に表示されるデバイスのクレデンシャルが表示されます。

ステップ 3 プロファイル名を選択し、[Delete] をクリックします。
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  デバイス クレデンシャルの削除
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クラスタの設定

ネットワークで複数の CTS-Manager または TMS を使用している場合は、これらのアプリケーション

を Prime Collaboration アプリケーションで管理するにはクラスタを設定する必要があります。つまり、

Prime Collaboration は 2 つのスタンドアロンの CTS-Manager または TMS を管理できません。

Prime Collaboration はアプリケーション サーバのみをモニタします。データベース インスタンスはモ

ニタしません。クラスタ内のすべての CTS-Manager または Cisco TMS アプリケーション サーバに対

して健全性ポーリングが実行されます。

CTS-Manager または TMS のクラスタでは、セッションの詳細は、[Manage Clusters] ページで定義さ

れているプライマリ CTS-Manager または Cisco TMS からインポートされます。

CTS-Manager または TMS のクラスタを検出する前に、[Manage Cluster]（[Device Work Center] > 
[Manage CTS-MAN/TMS Cluster]）ページでクラスタの詳細を入力する必要があります。

CTS-Manager または TMS の検出中に、Prime Collaboration はデバイス クレデンシャル（[Device 
Work Center] > [Manager Credentials]）とともにクラスタの詳細を使用して、管理アプリケーションを

検出します。

CTS-Manager と TMS のクラスタを管理するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページの [Manage CTS-MAN/TMS Cluster] をクリックします。

ステップ 3 [Manage Clusters] ウィンドウで、[Cluster Name] に入力し、[Cluster Type] ドロップダウン リストか

ら項目を選択します。

ステップ 4 プライマリ、セカンダリ、ホット スタンバイ、およびロード バランサの各サーバの IP アドレスを入力

します。（プライマリ サーバの IP アドレスは必須で、その他は任意です）。

ステップ 5 新しいクラスタは、[Add] をクリックすると追加されます。

これらのクラスタを検出するための論理検出を実行します。論理検出の詳細については、「デバイス検

出の方法」（P.4-7）を参照してください。ネットワーク内のクラスタを初めて検出するときに、プライ

マリ、セカンダリ、ホット スタンバイ、およびロード バランサのサーバの詳細を入力できます。その

後で、インベントリの更新または再検出を行うときは、プライマリ サーバの詳細だけを指定できます。
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デバイスの検出

Prime Collaboration を使用してデバイスを管理するには、ネットワーク内のデバイスを検出する必要

があります。デバイス クレデンシャルを追加した後は、ネットワークの一部であるすべてのコラボ

レーション エンドポイント、マルチポイント スイッチ、アプリケーション マネージャ、コール プロ

セッサ、ルータ、スイッチを検出して管理できます。

Prime Collaboration でサポートされるデバイスのリストについては、『Supported Devices for Prime 
Collaboration Assurance』を参照してください。

（注） Prime Collaboration はサードパーティ デバイスをサポートしますが、その管理性は MIB-II サポートに

依存します。

次のことを行うには、検出を実行する必要があります。

• デバイスを Prime Collaboration データベースに追加する。

• Prime Collaboration によって管理されるデバイスの IP アドレスを更新または変更する。

検出は、次の 3 つのフェーズで行われます。

• アクセス レベル検出：Prime Collaboration は次の処理を実行します。

a. デバイスに対して ping（ICMP）を実行できるかどうかのチェックが行われます。ICMP がデ

バイスでイネーブルになっていない場合は、デバイスは [Unreachable] 状態に移行されます。

ICMP 検証をディセーブルにする方法については、「デバイスの状態」（P.4-2）を参照してくだ

さい。

b. IP アドレスに基づいて、定義済みのクレデンシャル プロファイルがすべて取得されます。ク

レデンシャル プロファイルの定義方法については、「デバイス クレデンシャルの管理」を参照

してください。

c. SNMP クレデンシャルが一致しているかどうかのチェックが行われます。

d. デバイスのタイプが特定されます。

e. デバイスのタイプに基づいて、その他すべての必須デバイス クレデンシャルが検査されます。

必須クレデンシャルが定義されていない場合、検出は失敗します。

必要なデバイス クレデンシャルについては、「デバイス クレデンシャルの管理」を参照してく

ださい。

• インベントリ検出：Prime Collaboration は、MIB-II とその他のデバイス MIB をポーリングして、

デバイス インベントリ、ネイバー スイッチ、およびデフォルト ゲートウェイに関する情報を収集

します。また、ポーリングされたデバイスが Prime Collaboration でサポートされるかどうかを検

査します。
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• パス トレース検出：Prime Collaboration は、CDP がデバイスでイネーブルになっているかどうか

を検査し、CDP に基づいてトポロジを検出します。デバイス間のリンクは CDP を使用して計算さ

れ、Prime Collaboration データベースに保持されます。

デバイスの状態

デバイスの状態は、Prime Collaboration がデバイスにアクセスでき、インベントリを収集できること

を示しています。デバイスの状態は、ディスカバリまたはインベントリの更新タスクのいずれかを実行

した後に限り更新されます。

Prime Collaboration には、次のデバイスの状態を表示します。

• [Unknown]：これは、デバイスが 初に追加されたときの事前の状態です。  これは一時的なステー

トです。

• [Unreachable]：Prime Collaboration は ICMP を使用してデバイスを ping することができません。

ICMP がデバイスでイネーブルになっていない場合は、デバイスは [Unreachable] 状態に移行され

ます。

• [Unsupported]：Prime Collaboration はデバイスをデバイス カタログと比較します。デバイスが一

致しない場合や SysObjectID が不明な場合は、デバイスはこの状態に移行されます。

• [Accessible]：Prime Collaboration は、要求されたすべてのクレデンシャルからデバイスにアクセ

スできます。これは、アクセス レベル検出の一部であり、デバイス検出中の中間（一時的）状態

です。

• [Inaccessible]：Prime Collaboration は、要求されたいずれのクレデンシャルからもデバイスにア

クセスできません（「デバイス クレデンシャルの管理」を参照）。クレデンシャルを確認して、デ

バイスを検出する必要があります。

• [Deleted]：デバイスは [Device Work Center] に表示されません。ただし、デバイスは Prime 
Collaboration のデータベースに存在しており、検出できます。

• [Inventory Collected]：Prime Collaboration は、要求されたデータ コレクタを使用して、必要な

データを収集できます。これはインベントリ検出の一部であり、デバイス検出中の中間（一時的）

状態です。

• [Undiscoverable]：Prime Collaboration は、要求されたデータ コレクタを使用して必要なデータ

を収集することができません。

– [CTS-Manager]：Prime Collaboration は、CTS-Manager からエンドポイント データを収集す

る必要があります。データが収集されない場合は、CTS-Manager は [Undiscovered] 状態に移

行されます。Cisco Unified CM、CTS、CTMS、およびその他のネットワーク デバイスには、

収集が必要なデータはありません。

– SNMP や HTTP/HTTPS のタイムアウトが原因で、接続性の問題が発生する場合があります。

また、HTTP/HTTPS を使用してデータを収集する場合は、一度に 1 人の HTTP/HTTPS ユー

ザだけがログインできます。Prime Collaboration でこれらのいずれかの問題が発生した場合

は、デバイスの状態が [Undiscoverable] 状態に移行されます。再検出を実行する必要がありま

す。

• [Managed]：Prime Collaboration では、必要なデバイス データがインベントリ データベースへ正

常にインポートされています。この状態のデバイスでは、すべてのセッション、エンドポイント、

およびインベントリ データを使用できます。この状態になっているデバイスだけをトラブル

シューティングできます。
4-2
Cisco Prime Collaboration 9.0 デバイス管理ガイド

OL-27260-01-J



 

 第 4 章      デバイスの検出
• [Suspended]：ユーザがデバイスのモニタリングを一時停止しています。  この状態のデバイスでは、

セッションとエンドポイント データは表示されません。この状態のデバイスでは、定期的なポー

リングも実行されません。これらのデバイスのインベントリは更新できません。これを行うには、

[Resume Management] を実行する必要があります。一時停止されたデバイスの詳細については、

「管理対象デバイスの一時停止およびレジューム」（P.6-19）を参照してください。

図 4-1 に、デバイス検出のライフサイクルを示します。

図 4-1 デバイス検出のライフサイクル

Prime Collaboration は、レイヤ 2 とレイヤ 3 の両方のパスを検出します。

– Cisco 500 シリーズ、1000 シリーズ、および 3000 シリーズの TelePresence システムの場合、

Prime Collaboration ではファースト ホップ ルータおよびスイッチの検出が行われます。

図 4-2、CTS-Manager の検出ライフサイクルを参照してください。

デフォルトのホップ カウントは 2 で、設定はできません。

– Cisco C シリーズおよび Ex シリーズの TelePresence システムの場合は、Prime Collaboration 
はファースト ホップ ルータおよびスイッチを検出しません。図 4-3、Cisco TMS の検出ライ

フサイクルを参照してください。

レイヤ 3 パスは、トラブルシューティング ワークフローが手動で起動されるか自動的に起動されると

検出されます。

トラブルシューティング ワークフローの詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Network 
Monitoring, Reporting and Diagnostics Guide』の「Troubleshooting Sessions」を参照してください。

Prime Collaboration でサポートされるデバイスのリストについては、『Supported Devices for Prime 
Collaboration Assurance』を参照してください。

図 4-2 に、Cisco TelePresence Manager（CTS-Manager）の検出ライフサイクルを示します。

ping/SNMP
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 [Resume Management] 
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図 4-2 CTS-Manager の検出ライフサイクル
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図 4-3 に、Cisco TelePresence 管理システム（Cisco TMS）の検出ライフサイクルを示します。

図 4-3 TMS の検出ライフ サイクル
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デバイスの前提条件

デバイスを管理するときは、次のことに注意してください。

• メディア サーバで Cisco Discovery Protocol（CDP）がイネーブルになっていない（ディセーブル

になっているか、応答がない）場合は、Prime Collaboration がデバイスを正しく検出しないため、

デバイスは [Unsupported] 状態に移行されます。

• DNS がデバイス上で設定されている場合は、Prime Collaboration がそのデバイスの DNS 名を解

決できることを確認してください。DNS サーバの設定が正しいことを確認してください。これは 
Cisco Unified CM、Unified Presence Server、および Unity Connection デバイスにとって重要で

す。DNS 解決ができない場合は、特定のモニタリング機能が動作しないからです。『Cisco Prime 
Collaboration 9.0 Administration Guide』を参照してください。

• Prime Collaboration のライセンス付きバージョンをインストールしている場合は、CTS-Manager 
Reporting API の設定が必須です。CTS-Manager 1.7、1.8、または 1.9 でこの機能が設定されてい

ない場合は、Prime Collaboration は CTS-Manager を管理しません。

• Cisco TMS 13.0 または 13.1 を使用している場合は、Cisco TMS Booking API 機能の設定が必須で

す。この機能が設定されていない場合、セッションはモニタされません。

• Cisco TMS 13.2 以降では、Cisco TMS Booking API 機能を設定する必要はありません。

• DMZ 内で Cisco VCS Expressway が設定されている場合は、Prime Collaboration から SNMP を
介して Cisco VCS Expressway にアクセスできることが必要です。アクセスできない場合、このデ

バイスは [Inaccessible] 状態になります。

• デバイス（エンドポイント、TelePresence サーバなど）を個別に検出することもできます。ただ

し、Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズ、Cisco Cius、および Cisco TelePresence 
Movi エンドポイントを除きます。これらのエンドポイントは、登録されているコール プロセッサ

の検出を介してのみ検出されます。

（注） Cisco Cius および Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズが検出されるようにするには、こ

れらのデバイスがインベントリ テーブルに表示されるように、HTTP インターフェイスをイネーブル

に設定する必要があります。

Cisco MSE Supervisor を使用している場合は、Cisco TMS に登録されていることを確認してくだ

さい。

入力したデバイスのクレデンシャルが正しいことを確認する必要があります。Prime Collaboration 
は、検出プロセス中に、検出するデバイスに基づいて、CLI、HTTP/HTTPS、または SNMP を使

用してデバイスに接続します。CTS エンドポイント、CTMS、およびネットワーク デバイス

（ルータおよびスイッチ）では、いずれにおいても CDP がイネーブルになっている必要がありま

す。
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  デバイス検出の方法
デバイス検出の方法
Cisco Prime Collaboration では、4 つの検出方法があります。表 4-1 に、これらの検出方法を示しま

す。

表 4-1 デバイス検出の方法

検出方法 説明 情報

論理検出 • 管理アプリケーション、会議デバイス、お

よびコール プロセッサ（CTS-Manager、
Cisco TMS、Cisco VCS、Cisco Unified CM 
など）を検出します。

• CTS-Manager、Cisco TMS、Cisco Unified 
CM、Cisco VCS に登録されたすべてのエン

ドポイントとインフラストラクチャ デバイ

スは論理検出中に自動的に検出されます。

– CTS-Manager の論理検出は、Cisco 
TMS、Cisco Unified CM、CTS、Cisco 
Cius、IP フォン、ルータ、およびス

イッチを検出します。

– Cisco TMS の論理検出は、VCS、コー

デック、Cisco MCU、TPS、Cisco IP 
Video Phone E20、Cisco MXP シリーズ

を検出します。

• 論理検出を使用してクラスタを検出するに

は、クラスタのパブリッシャを検出する必

要があります。これによって自動的に、そ

のサブスクライバが検出され、パブリッ

シャとサブスクライバの両方に登録されて

いるすべてのエンドポイントとインフラス

トラクチャ デバイスも検出されます。

– Cisco Unified CM パブリッシャの論理

検出は、ネットワーク内の他の Cisco 
Unified CM（サブスクライバ）、Cisco 
Unity、Cisco MGCP 音声ゲートウェイ、

H.323 音声ゲートウェイ、ゲートキー

パー、CTI アプリケーションを検出しま

す。

• 管理アプリケーション、会議デバ

イス、コール プロセッサのどれに

も登録されていないエンドポイン

トとインフラストラクチャ デバイ

スは、論理検出を使用して検出す

ることはできません。これらのデ

バイスを検出するには、ping ス
イープまたは直接検出を使用しま

す。

• クラスタ検出の詳細については、

「デバイスの検出」を参照してく

ださい。
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  デバイス検出の方法
（注） ネットワークで ping スイープと CDP 検出の両方を同時に実行することはできません。

検出は、展開されているネットワークのタイプに依存します。どの検出を実行するかに関する推奨事項

については、「デバイス検出の推奨事項」（P.4-9）を参照してください。

デバイスを検出する前にクレデンシャル プロファイルを追加する必要があります。詳細については、

「デバイス クレデンシャルの追加とコピー」（P.2-1）を参照してください。

Cisco 
Discovery 
Protocol

（CDP）

• 使用されているメディアやプロトコルとは

関係なくデバイスを検出します。このプロ

トコルは、すべてのシスコ製の機器（ルー

タ、アクセス サーバ、ブリッジ、スイッチ

など）で実行されます。

• この検出方法はネイバー デバイスを見つけ

るのに CDP ネイバー テーブルを照会しま

す。CDP がイネーブルに設定されている場

合、検出は SNMP 経由で各シード デバイス

（およびそのピア）の CDP キャッシュを照

会します。CDP 検出の後で、論理検出が自

動的に実行されます。つまり、コール プロ

セッサまたは管理デバイスが CDP 検出で検

出された場合は、そのデバイスに登録され

ているすべてのエンドポイントとインフラ

ストラクチャ デバイスも検出されます。

• CDP 検出を実行するには、デバイ

ス上で CDP がイネーブルに設定

されている必要があります。

Ping ス
イープ

• 指定の IP アドレスとサブネット マスクの組

み合わせから、IP アドレスの範囲内でデバ

イスを検出します。

• この方法では、デバイスの到達可能性を調

べるために、範囲内の各 IP アドレスに ping 
が送信されます。デバイスが到達可能であ

る場合は、ping するサブネットおよびネッ

トワーク マスクのリストを管理者が指定す

る必要があります。ping スイープ検出の後

で、論理検出が自動的に実行されます。つ

まり、コール プロセッサまたは管理デバイ

スが ping スイープ検出で検出された場合は、

そのデバイスに登録されているすべてのエ

ンドポイントとインフラストラクチャ デバ

イスも検出されます。

• ping スイープ検出では、シード 
デバイスは必要はありません。代

わりに、ping するサブネットおよ

びネットワーク マスクのリストを

指定する必要があります。

• ping スイープ検出では、IP 範囲

が大きいと、デバイスの検出に通

常よりも時間がかかる場合があり

ます。

• ping スイープと CDP 検出のため

の「Any」クレデンシャル プロ

ファイルを作成する必要がありま

す。

直接または

なし

• IP アドレスを使用してデバイスを直接検出

します。

• ネットワーク内の個々のデバイスを検出す

るには、この方法を使用できます。

• たとえば、スケジュールされた検

出中に誤ったクレデンシャルが原

因でデバイスの検出に失敗した場

合は、失敗したデバイスだけを、

直接検出方法を使用して検出でき

ます。

表 4-1 デバイス検出の方法 （続き）

検出方法 説明 情報
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  デバイス検出の方法
デバイス検出の推奨事項

これらの推奨事項は、ネットワークにどの検出方法を使用するかを決定するのに役立ちます。

• CTS-Manager、Cisco TMS、Cisco Unified CM、Cisco VCS などの管理アプリケーションおよび

コール プロセッサがネットワークに導入されている場合は、これらのデバイスを 初に論理検出

を使用して検出できます。これらのデバイスに登録されたすべてのエンドポイントは、アプリケー

ション マネージャおよびコール プロセッサを検出したときに検出されます。

• コール プロセッサのみを検出し、コール プロセッサに登録されたデバイスは検出しない場合は、

直接デバイス検出方法を使用できます。

• コール プロセッサが展開されていない場合、またはデバイスが 1 つもコール プロセッサに登録さ

れていない場合は、ping スイープ検出を使用します。この方法では、ターゲット ネットワーク内

のすべての新しいインフラストラクチャ デバイス、新しいネットワーク デバイス、およびデバイ

スの新しい位置が検出されます。ターゲット ネットワークのサブネットおよびネットワーク マス

クのリストを指定する必要があります。スケジュールされた ping スイープ検出中に、ネットワー

ク内のすべてのデバイスが特定されて、一致するクレデンシャル プロファイルが検索されます。

新しいデバイスが検出された場合は、そのデバイスがインベントリに追加されます。

• シスコ製の機器を検出する必要がある場合は、CDP 検出方法を使用します。

• 特定のデバイスだけを検出する場合は、直接デバイス検出を使用します。

• スケジュールされた検出時に、あるデバイスだけが、[Suspended] または [Inaccessible] 状態であ

る、またはデバイス クレデンシャルが更新済みであることが原因で検出に失敗した場合は、直接

デバイス検出を使用します。

• Cisco Unified CM の検出後に、新しいエンドポイントが登録された場合は、そのエンドポイント

を Cisco Prime Collaboration に追加するために、CUCM パブリッシャ ノードを再検出する必要が

あります。Cisco VCS については、新しく登録されたエンドポイントが自動的に検出されます。

• SIP および SRST デバイスは、論理検出を使用して検出できません。これらのデバイスを手動で追

加するか、直接検出を実行する必要があります。

• 音声およびビデオ エンドポイントの両方がネットワーク内に展開されている場合は、ネットワー

クのすべてのクラスタを同時に検出しないようにしてください。検出に長時間かかることがあるか

らです。

• HTTP を使用してデバイスの詳細を取得している場合は、HTTP ファイアウォールを無効にしま

す。

定期的にインベントリを更新して、Prime Collaboration データベースとインベントリを同期させるに

は、インベントリ更新を実行する必要があります。詳細については、「インベントリ詳細の更新と収集」

（P.6-13）を参照してください。

検出後に、設定の詳細を変更した場合は、デバイスを再検出する必要があります。詳細については、

「デバイスの再検出」（P.4-17）を参照してください。

追加の注意事項

• 管理対象デバイスがネットワークから取り外された場合は、そのデバイスは到達不能でも、次のイ

ンベントリの収集が行われるまで [Managed] 状態のままとなります。デバイスが到達不能である

場合は、Unreachable イベントが表示され、この中にこのデバイスのイベント情報が含まれていま

す。

• デバイスの設定変更が Cisco Prime Collaboration によって検出されるのは、インベントリ収集プロ

セスのときだけです。したがって、デバイスの設定の変更が Cisco Prime Collaboration によって表

示されるのは、設定変更後の次回のインベントリ収集以降となります。
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• デバイスを追加するときは、HTTP（および HTTPS）ポート番号はオプションです。これらの設

定は自動的に検出されます。

• 追加するデバイスに複数のインターフェイスがあり、HTTP 管理アクセスが可能である場合は、そ

のデバイスを Prime Collaboration で管理するときに、HTTP 管理アクセスを有効にしたのと同じ

インターフェイスを使用する必要があります。

• Prime Collaboration で Cisco Unified CM Express および Cisco Unity Express（CUE）の電話機を

正しくカウントできるようにするには、次の設定を使用する必要があります。

ephone 8
mac-address 001A.E2BC.3EFB
type 7945

type は、電話機のモデル タイプです。モデル タイプが不明な場合は、Cisco.com ですべての電話

機モデル タイプについて確認するか、type ? と入力します。電話機カウントがどのように表示され

るかについては、[Device Work Center] ページの [Inventory Summary] スライダ ウィンドウを参照

してください。

• UC500 シリーズ ルータで Cisco Unified CM Express を実行している場合は、CISCO-CME_MIB 
の cmeEphoneModel MIB 変数が正しい電話機モデルを返すように、各電話機の ephone 設定にあ

る「type」を設定します。これで、Cisco Unified CM Express に登録された電話機を Prime 
Collaboration が検出できるようになります。

• Cisco Unified CM Express に接続されている Cisco Unity Express が Service Level View に表示さ

れるようにするには、次の設定を使用する必要があります。

dial-peer voice 2999 voip <where voip tag 2999 must be different from voicemail>
destination-pattern 2105 <prefix must be the full E.164 of configured voicemail 2105>
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.1.121
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
!
!
telephony-service
voicemail 2105

ここで dial-peer VoIP タグ（2999）はボイスメール番号と等しくなく、destination-pattern タグ

（2105）はボイスメール番号と等しくなっています。これにより、Unity Express が Service Level 
View で適切に表示されます。

• Cisco Prime Collaboration はデバイスの管理状態が True に設定されている場合だけそのデバイス

を管理します。管理状態が False に設定されたデバイスは、一時停止デバイスと呼ばれます。

Prime Collaboration はそのデバイスのポーリングを停止しますが、CDR レコードなどのデバイス 
データを引き続き受信することがあります。管理者は、デバイスのコンポーネントを選択して管理

対象から外すこともできます。

• Prime Collaboration で管理できるデバイスの数については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Quick 
Start Guide』を参照してください。Cisco Prime Collaboration インベントリがデバイスの制限を超

えた場合は、警告メッセージが表示されます。詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 
Administration Guide』を参照してください。

• ファイアウォール デバイスは Cisco Prime Collaboration ではサポートされません。
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デバイスの追加
Prime Collaboration データベースにデバイスを追加するには、検出を実行します。

次の場合に、検出を行う必要があります。

• 新しいデバイスを Prime Collaboration データベースに追加したい場合。

• デバイスの IP アドレスを変更した場合。

Cisco Unified CM に登録されている DHCP 対応エンドポイントの IP アドレスが変更された場合、

Prime Collaboration では、そのエンドポイントを自動的には検出できない場合があります。Cisco 
Unified CM に登録されているすべての Cisco TelePresence システムについても同様です。

Cisco VCS に登録されているエンドポイントは、IP アドレスが変更されると自動的に検出されます。

新しく登録されたエンドポイントも自動的に検出されます。

次のものについては、再検出する必要があります。

• エンドポイント（新しい IP アドレスまたはホスト名を指定して）。

• エンドポイントが登録されている Cisco Unified CM インスタンス。

• エンドポイントが登録されている CTS-Manager。

ネットワーク デバイスおよびインフラストラクチャ デバイス（CTS-Manager、Cisco Unified CM、

CTMS、Cisco MCU、Cisco VCS、Cisco TS など）に対して IP アドレスが変更された場合は、新しい 
IP アドレスまたはホスト名を指定して、これらのデバイスの検出を行う必要があります。

デバイスを即時に検出するか、検出ジョブをスケジューリングできます。

（注） 検出ジョブを開始した後は、停止またはキャンセルできません。

デバイスを検出するには、次のようにします。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Discover Devices] をクリックします。

ステップ 3 ジョブ名を入力し、[Enable device accessibility verification during device discovery] チェックボックス

をオンにします。

Prime Collaboration は、SNMP、CLI、HTTP（HTTPS）、および JTAPI を使用して、デバイスのアク

セシビリティを検査します。

ステップ 4 検出方法を選択します。使用する 適な検出オプションの詳細については、「デバイス検出の推奨事項」

（P.4-9）を参照してください。

ステップ 5 デバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

論理検出、Cisco Discovery Protocol、および直接検出の場合は、サポートされるデリミタの 1 つ（カ

ンマ、コロン、パイプ、または空白）を使用して複数の IP アドレスまたはホスト名を入力できます。

ping スイープの場合は、/netmask 指定を使用し、IP アドレス範囲をカンマで区切って指定します。た

とえば、172.20.57.1 から始まり、172.20.57.255 で終わる ping スイープ範囲を指定する場合は、

172.20.57.1/24 を使用します。

CTS-Manager または TMS のクラスタを検出するには、プライマリ、セカンダリ、ホット スタンバイ、

およびロード バランサ サーバの IP アドレスを、[Manager Cluster] ページ（[Device WorkCenter] > 
[Manage CTS-MAN/TMS Clusters]）に表示されているとおりに入力する必要があります。

ステップ 6 定期的な検出ジョブをスケジューリングするか、検出ジョブを即時に実行できます。ジョブを即時に実

行するには、ステップ 9 に進みます。
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ステップ 7 （任意）[Filter] および [Advanced Filter] の詳細を入力します（論理、CDP、および ping スイープ検出

方法の場合のみ使用可能）。含めるまたは除外する DNS 情報と IP アドレスを入力するときにワイルド

カードを使用できます。フィールドの説明については、表 4-2 を参照してください。

ステップ 8 スケジューリングの詳細を入力して、検出ジョブをスケジュールします。

• [Start Time]：[Start Time] をクリックして、開始日と開始時刻をそれぞれ yyyy/MM/dd と hh:mm 
AM/PM 形式で入力します。

• カレンダーから開始日と開始時刻を選択する場合は、日付ピッカーをクリックします。表示される

時刻は、クライアント ブラウザの時刻です。スケジューリングされた定期的ジョブは、この指定

時刻に実行されます。

• [Recurrence]：[None]、[Hourly]、[Daily]、[Weekly]、または [Monthly] をクリックして、ジョブ

期間を指定します。   

• [Settings]：ジョブ期間の詳細を指定します。

• [End Time]：終了日時を指定しない場合は、[No End Date/Time] をクリックします。[Every 
number of Times] をクリックして、指定した期間にジョブが終了するまで、そのジョブが実行され

る回数を設定します。終了日と終了時刻をそれぞれ yyyy/MM/dd と hh:mm AM/PM 形式で入力しま

す。

ステップ 9 [Run Now] をクリックして、検出ジョブをすぐに実行するか、[Schedule] をクリックして、定期的な

検出ジョブを後で実行するようにスケジューリングします。

ダイアログボックスに、検出ジョブのステータスが表示されます。[Job Progress Details] リンクをク

リックすると、[Job Management] ページに移動します。詳細については、「検出ステータスの確認」

（P.4-18）を参照してください。

表 4-2 は、検出を実行するときに利用可能なフィルタの説明です。
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表 4-2 検出のフィルタ

フィルタ 説明

IP アドレス 含める、または除外するデバイスの IP アドレスまたは IP アド

レス範囲を、カンマで区切って入力します。IP アドレスの範

囲を指定するときは、ワイルドカードを使用します。

アスタリスク（*）は、1 ～ 255 のオクテット範囲を表します。

また、[xxx-yyy] の表記によってオクテット範囲を制限するこ

ともできます。

たとえば、次のように入力します。

• 172.20.57/24 サブネット内にあるすべてのデバイスを含め

る場合は、172.20.57.* という組み込みフィルタを入力し

ます。

• 172.20.57.224 ～ 172.20.57.255 の IP アドレス範囲内にあ

るデバイスを除外する場合は、172.20.57.[224-255] とい

う除外フィルタを入力します。172.20.[55-57]* のように、

同じ範囲指定の中で両方のタイプのワイルドカードを使用

することもできます。

組み込みフィルタと除外フィルタの両方が指定されている

場合は、除外フィルタが適用されてから組み込みフィルタ

が適用されます。自動検出のデバイスに一度フィルタが適

用されると、そのデバイスには他のフィルタ基準は適用さ

れません。

デバイスに複数の IP アドレスがある場合は、組み込み

フィルタの条件を満たす IP アドレスが 1 つでもあれば、

そのデバイスは自動検出で処理されます。

拡張フィルタ

DNS ドメイン 含める、または除外するデバイスの DNS ドメイン名を、カン

マで区切って入力します。

アスタリスク（*）は、大文字と小文字が混ざった英数字、ハ

イフン（-）、およびアンダースコア（_）の任意の長さの任意

の組み合わせに一致します。

疑問符（?）は、次のどれにも一致します。

• 1 つの英数字 

• 1 つのハイフン 

• 1 つのアンダースコア文字

たとえば、*.cisco.com は、.cisco.com で終わる任意の DNS 名
に一致します。  *.?abc.com は、.aabc.com や .babc.com などで

終わる任意の DNS 名に一致します。
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Cisco VCS クラスタ

Prime Collaboration は、Cisco VCS クラスタをサポートします。クラスタ名は一意でなければなりま

せん。Prime Collaboration で管理する必要のあるエンドポイントはすべて、Cisco VCS マスターに登

録する必要があります。

Cisco Unified CM クラスタの検出

Prime Collaborationは、Cisco Unified CM クラスタをサポートしています。クラスタ ID が一意である

ことを確認する必要があります。

管理が必要なエンドポイントはすべて、Cisco Unified CM のアクセス コントロール リストに含まれて

いる必要があります。Cisco Unified CM の SNMP ユーザの設定に、アクセス コントロール リストの

使用が指定されている場合は、クラスタ内に含まれるすべての Cisco Unified CM ノードで 
Prime Collaboration サーバの IP アドレスを入力する必要があります。

Prime Collaboration は、クラスタを管理するために、Cisco Unified CM パブリッシャだけを検出して

管理する必要があります。すべてのサブスクライバは、パブリッシャを経由した場合だけ検出できま

す。サブスクライバは直接検出できません。

Prime Collaboration は、クラスタをモニタするためにパブリッシャを管理する必要があります。コン

ピュータ テレフォニー インテグレーション（CTI）サービスがすべてのサブスクライバで実行されて

いる必要があります。

（注） JTAPI クレデンシャルは、Cisco Unified CM クラスタの場合は任意です。ただし、SNMP および 
HTTP クレデンシャルは Cisco Unified CM パブリッシャおよびサブスクライバに必須です。

クラスタ データ検出を使用する Cisco Unified CM クラスタ検出をスケジュールできます。この検出で

は、Cisco Unified CM クラスタに登録されている電話機のみを検出できます。ビデオ エンドポイント

を検出するには、「デバイスの追加」（P.4-11）を使用してクラスタを検出する必要があります。

Sys Location CDP と ping スイープ検出方法でだけ使用可能です。

含める、または除外するデバイスの、MIB-II の sysLocation 
OID に格納された文字列値に一致する文字列を、カンマで区

切って入力します。

アスタリスク（*）は、任意の長さの、任意の英数字、ハ

イフン（-）、アンダースコア（_）、および空白（スペース

とタブ）に一致します。

疑問符（?）のワイルドカードは、上記の任意の文字の 1 
回の出現に一致します。

たとえば、San * という SysLocation フィルタは、San 
Francisco や San Jose などで始まるすべての SysLocation 
文字列に一致します。

表 4-2 検出のフィルタ （続き）

フィルタ 説明
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クラスタ データ検出の設定

クラスタ データ検出は、Common Devices Table（CDT）モジュールによって実行されます。これによ

り、Prime Collaboration は Unified CM から収集されたインベントリおよびデバイス登録情報を統合す

ることができます。Unified CM から 2 つの異なるカテゴリの情報が収集されます。

• Redundancy group、Devicepool、Location、Region、RouteList、RouteGroup、RoutePattern、
Partition などを含むクラスタ設定データ これには、電話、ボイスメール エンドポイント、メディ

ア リソース、ゲートウェイ、およびトランクなどのクラスタでプロビジョニングされたエンティ

ティが含まれます。

• 登録情報：Unified CM クラスタに登録されるすべてのエンティティに対応する登録情報 これに

は、Device IP、Registration Status、現在エンティティが登録されている Unified CM サーバ、

Registration/Unregistration タイムスタンプ、およびステータスの原因が含まれます。

登録情報はコンフィギュレーション ファイルを使用して設定できます。この情報は電話やゲート

ウェイなどのエンティティが登録されているクラスタのすべてのサブスクライバ ノードで収集さ

れます。

このデータ収集を正常に行うには、次のものが必要です。

• Unified CM 7.x バージョンで実行する Cisco RIS Data Collector

• Cisco SOAP：Unified CM の他のバージョンで実行する CDRonDemand Service

Unified CM クラスタから収集されたデータは、Diagnostics View、Phone Inventory、Service Level 
View、Voice Health Monitor（VHM）などの他のモジュールで使用されます。

Cluster Device Discovery を実行する前提条件

クラスタ デバイス検出を使用する前に、次に示すデータ収集の前提条件を満たしていることを確認し

てください。

• データは AXL を通じて Publisher/First ノードから収集されます。そのため、Publisher は適切な 
HTTP クレデンシャルが入力されている完全な監視状態にあり、AXL Web Service はこの 
Publisher で実行されている必要があります。

• AXL は Unified CM 4.x よりも前のバージョンではサポートされません。これらのクラスタを監視

することはできません。

• Unified CM パブリッシャが、Prime Collaboration の [Administration] の [CUCM] セクション

/[System Server] セクションで名前を使用して設定されている場合は、この名前が 
Prime Collaboration サーバから DNS を通じて解決できる必要があります。あるいは、続行する

データ収集のホスト ファイルにこの名前のエントリが設定されている必要があります。

• 登録情報の変更は、Cisco Unified CM からの関連する Syslog の処理を通じて更新されます。

Prime Collaboration が Syslogs を受信して Unified CM で必要な設定を処理できるようにするに

は、「Syslog Receivers」の項の手順を実行する必要があります。

Syslog を処理することによって、Cisco Unified CM クラスタに登録されたエンティティに関する

次の情報を検出することができます。

– 電話、ボイスメール エンドポイント、ゲートウェイなどのエンティティの登録情報の変更。

– クラスタ内でプロビジョニングされる新しい電話が検出され、インベントリが更新されます。

他のデバイスでも、デバイスからの Syslog の設定が必要な場合があります。必要なデバイス設定の詳

細については、『Setting Up Devices for Prime Collaboration』の「Syslog Receivers」の項を参照して

ください。
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Discovery 間のスケジュール

スケジュールされた定期的なデータ収集の前にクラスタ設定で次の変更のいずれかが生じ、これらの変

更をただちに Prime Collaboration で行いたい場合、[Run Now] オプションを使用して次のタイプの

データが収集対象であることを確認する必要があります。

• クラスタ内で追加、削除、または変更された新しいデバイスプール、Location、Region、
Redundancy Group、Route List、Route Group、Route Pattern、または Partition。

• デバイス プールに対する任意のエンド ポイントのメンバーシップ、または冗長グループでの任意

のエンドグループの関連付けでの変更。

• Unified CM クラスタに追加された、または Unified CM クラスタから削除された新しいサブスク

ライバ。

• 冗長グループに対する任意のサブスクライバのメンバーシップでの変更。

• Route Group または Route Group to Route List に対する任意のゲートウェイのメンバーシップでの

変更。

このオプションによりデータ収集がトリガーされ、Prime Collaboration で監視されるすべてのクラス

タが同期されます。

変更が特定のクラスタだけに限定されている場合に、そのクラスタのパブリッシャを再検出するには、

[Operate] > [Device Work Center] > [Rediscover] を使用します。

クラスタ データ検出のスケジューリング

Prime Collaboration は、起動時に加え 1 日に 1 回、Cisco Unified CM からクラスタ設定を収集します。

この定期的な Discovery データ収集は、デフォルトでは毎日午前 0 時に行われます。このデフォルトの

スケジュールは Cluster Device Discovery を使用して変更することができます。

（注） • スケジュールできるのは、クラスタ データ検出を使用する Cisco Unified CM クラスタ検出のみで

す。

• CUCM に登録された音声エンドポイントだけが検出されます。TelePresence エンドポイントは検

出されません。

[Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [Cluster Data Discovery Settings] を選択する

と、クラスタ デバイス検出のステータスを表示することや、検出実行のスケジュールを設定すること

ができます。

Cluster Device Discovery のスケジュールまたは表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [Cluster Data Discovery Settings] を選択しま

す。

Cluster Device Discovery ウィンドウには次の情報が表示されます。

• [Discovery Status]：Discovery プロセスのステータスを次のいずれかのカテゴリを使用して表示し

ます。

– In progress：SEGServer を初めて起動するか、再起動すると、自動的に検出が開始され、ス

テータスは In Progress と表示されます。

– Complete：検出プロセスは完了しています。
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– Not available.Try after some time：SEGServer を初めて起動するか、再起動したときに、検出

プロセスがまだ開始されていない場合に表示されます。

• [Last Discovery Start Time]： 後の検出の開始日時を表示します。

• [Last Discovery End Time]： 後の検出の終了日時を表示します。

• Discovery を再発生する時間と分のセットを使用した Device Schedule

ステップ 2 [Apply] をクリックして将来の検出のスケジュールを設定するか、[Run Now] をクリックしてクラスタ

の検出をただちに実行します。

デバイスの再検出
すでに検出されたデバイスを再検出できます。以前に入力したクレデンシャルを Prime Collaboration 
データベースで使用できます。システムによって新しい変更が更新されます。どの状態のデバイスでも

再検出できます。

デバイスを再検出するには、[Inventory] テーブルの [Rediscover] ボタンを使用します。

再検出を実行するのは、次のときです。

• 削除したデバイスを再検出する必要がある。

• ファースト ホップ ルータ設定に変更があり、ソフトウェア イメージを更新するため。

• クレデンシャル、場所、タイムゾーン、およびデバイス設定（IP アドレスまたはホスト名、SIP 
URI、H323 ゲートキーパー アドレスなど）に変更がある。

（注） アクセシビリティ情報は、再検出中にはチェックされません。

再検出のワークフローは、検出の場合と同じです。詳細については、図 4-1 を参照してください。

削除されたデバイスの再検出

[Current Inventory] ペインにある [Rediscover] ボタンを使用して、[Current Inventory] テーブルにリス

トされているデバイスを再検出することができます。単一のデバイスを選択して、再検出を実行できま

す。

削除されたデバイスを再検出するには、次のようにします。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Current Inventory] テーブルにフィルタを適用して、状態が 
[Deleted] のデバイスだけを表示します。

クイック フィルタとして [Deleted] を使用すると、この状態にあるデバイスのリストを取得できます。

ステップ 3 再検出するデバイスを選択して [Rediscover] をクリックします。

「Are you sure you want to Rediscover the selected devices?」というメッセージが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

「Selected devices Rediscovered successfully.」というメッセージが表示されます。
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[Device Work Center] ページの [Discovery Jobs] ボタンを使用して、ジョブの進捗状況とステータスを

確認できます。[Job Management] ページに、検出ジョブのリストが表示されます。詳細については、

「検出ステータスの確認」（P.4-18）を参照してください。

（注） VCS を再検出するときに、削除された Cisco Jabber Video は [Managed] 状態に移行されます（アクセ

ス可能である場合）。

検出ステータスの確認

すべての検出ジョブのステータスは、[Job Management] ページに表示されます。検出の実行後に表示

されるダイアログボックスに、[Job Progress Details] リンクがあり、ここから検出のステータスを [Job 
Management] ページで見ることができます。また、[Operate] > [Device Work Center] > [Discovery 
Jobs] を選択して [Job Management] ページに移動することもできます。

検出ジョブの完了までの時間は、ネットワークによって異なります。検出が完了すると、詳細が 
[Current Inventory] テーブルに表示されます。

検出が成功したことを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] > [Discovery Jobs] を選択します。

ステップ 2 [Job Management] ページで、詳細を表示する検出ジョブを選択します。

検出のステータス、および検出中に検出されたすべてのデバイスが [Job Management] テーブルの下の

ペインに表示されます。

ステップ 3 ジョブ詳細ペインのジョブ ID の隣に [Job Instance Result] ポップアップがあります。これには、検出

されたデバイスに関する詳細が表示されます。

クレデンシャルが正しくないために検出されなかったデバイスが存在する場合もあります。これらのデ

バイスについては、クレデンシャルを検証し（「デバイス クレデンシャルの検証」（P.2-6）を参照）、検

出を再度実行します。

CTS-Manager を検出できず、「UNDISCOVERABLE Exception:: null」というエラーが表示された

場合は、検出を再度実行します。この問題が発生するのは、同時に複数のユーザが CTS-Manager にア

クセスしている場合です。

同じデバイスを複数回検出する場合は、再検出オプションを使用します。詳細については、「デバイス

の再検出」（P.4-17）を参照してください。

デバイス リストとクレデンシャルのインポート
デバイス リスト、デバイスのプロパティまたは属性、およびデバイス クレデンシャルを Cisco Unified 
Operation Manager から Prime Collaboration に、インポート機能を使用してインポートすることがで

きます。また、Prime Collaboration からエクスポートされたデバイスおよびクレデンシャルのリスト

をインポートできます。

デバイス情報をファイルからインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。
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ステップ 2 [Import] をクリックします。

ステップ 3 [Import] ダイアログボックスで、デバイス リストとクレデンシャルのファイル名を入力します。

または、

[Browse] オプションを使用し、ファイル システムを参照してファイルを入力します。XML ファイル

形式だけがサポートされます。

ステップ 4 [Import] をクリックします。

インポート ジョブが正常にスケジュールされたことを示すメッセージが表示されます（インポート 
ジョブをスケジューリングした場合）。

インポートされたデバイス リストとクレデンシャルに対するクレデンシャル プロファイルは作成され

ません。インポート後に、デバイス検出が自動的にトリガーされます。このときに使用されるのは、イ

ンポート ファイルにあるクレデンシャルです。インポートされたデバイスのクレデンシャルが正しく

ない場合は、そのデバイスは [Managed] 状態になることができません。

検出後に、インポートされたデバイスがインベントリに表示されます。他のデバイスの詳細、物理情

報、アクセス情報は、インベントリ テーブルの下にあるそれぞれのペインに表示されます。

デバイス リストとクレデンシャルのエクスポート
デバイス リスト、デバイスのプロパティまたは属性、およびデバイス クレデンシャルをファイルにエ

クスポートできます。エクスポート可能な属性のリストを表示することや、エクスポートするクレデン

シャルを指定するためのエクスポート形式ファイルを編集することができます。

デバイス リストとクレデンシャルをエクスポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] > [Export] を選択します。

[Export] ダイアログボックスが表示されます。デバイス リストとクレデンシャル、およびデバイス イ
ンベントリをエクスポートするかどうかを選択できます。

ステップ 2 [Device list and Credentials] を選択し、出力ファイルの名前を入力します。

インベントリのデバイスのうち、[Managed] 状態のものがエクスポートされます。XML ファイル形式

だけがサポートされます。

ステップ 3 [Export] をクリックします。

ファイルを開くか保存するかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。情報を表示するには 
[Open] をクリックし、ローカル システムに .xml ファイルを保存する場合は [Save] をクリックします。
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デバイス グループの管理

Prime Collaboration では、デバイス グループが自動的に作成されます。デバイス検出後、デバイス グ
ループを、状態に関係なくデバイス タイプに基づいて検索できます。デバイスをグループ化すると、

単一のデバイス、またはデバイスのグループのデータを表示できるようになります。確認したい特定の

情報をモニタリングするために、カスタマイズされたグループを作成することができます。

グループの構造は、[Device Group] ペインから、リストまたはツリー ビューとして確認できます。

[Device Group] ペインは、[Device Work Center]、[Session Diagnostics]（フィルタとして）、

[Endpoint Diagnostics]、[Alarms]、[Events] の各ページで使用できます。確認したい特定のグループ

からデバイスまたはエンドポイントを選択して、インベントリの詳細、モニタ セッション、エンドポ

イント、アラーム、イベントを確認できます。ポーリング対象のデバイスを選択するためのデバイス 
グループ セレクタもあります。このオプションは、[Polling Parameters] ページで使用可能です。詳細

については、「デバイス グループ セレクタ」（P.5-4）を参照してください。

グループ セレクタ（ツリー ビュー）が使用できる任意のページでグループを手動で作成できます。

グループ化は次の目的で行います。

• [Device Work Center] ページでデバイスをフィルタリングする

• 生成されたレポートをフィルタリングする

• [Session Monitoring] ページでセッションをフィルタリングする

• [Endpoint Monitoring] ページでエンドポイントをフィルタリングする

• アラームまたはイベントのブラウザ ページでアラームまたはイベントをフィルタリングする

• ランディング（リンク先）ページでダッシュレットをフィルタリングする

Prime Collaboration のデバイスは、次のようにグループ化されます。

• システム定義グループ：これらのグループは、デバイス タイプに基づいたシステムによって定義

されます。グループ化は常に動的に実行され、削除することはできません。

• ユーザ定義グループ：これらのグループは、ダイナミック（ルールに基づく）またはスタティック

です。

– スタティック グループ

デバイスは定義済みのルール セットなしでこのグループに追加されます。グループが作成さ

れた後に、手動でデバイスを追加できます。ルールを簡単に設定できないデバイスは、このグ

ループに入ります。

– ダイナミック グループ

デバイスは、定義されたルールまたは属性のセットに基づいて、グループ アクセス時にこの

グループに追加されます。ルールの設定には、デバイス タイプ、デバイス モデル、ホスト名

などの属性を使用します。グループ プロパティを使用してルールを定義できます。グループ

のルールに一致するものがあるとグループが更新されます。
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（注） ユーザ定義のダイナミック グループを作成するのにかかる時間は、グループ内のメンバの

数によって異なります。

ユーザ定義のダイナミック グループおよびスタティック グループの場合、クイック ビューから、サブ

グループの追加、グループの編集、グループの削除、グループの複製の各操作を行うことができます。

ダイナミック グループの場合、ダイナミック サブグループを作成または追加すると、親のグループの

ルールを自動的に継承します。

クイック ビューを起動するには、デバイス グループの上にマウスを移動し、クイック ビュー アイコン

をクリックします。

表 5-1 は、ユーザ定義グループのクイック ビューの詳細の説明です。

表 5-1 ユーザ定義グループのクイック ビューの詳細

フィールド 説明

Name デバイスの名前。

Description デバイスの説明。

Type デバイスのタイプ。

Group Type グループのタイプ（ダイナミック /スタティック）を表示します。

Number of Members グループ内のメンバーの合計数が表示されます。

Number of SubGroups グループ内のサブグループ（子）の数が表示されます。グループには、

任意の数のサブグループを追加できます。

Number of Rules グループに設定されているルールの数を表示します。

（注） ルールの詳細を確認するには、[Number of Rules] の上にマウス

を移動し、クイック ビュー アイコンをクリックします。

Add SubGroup 1. [Add SubGroup] をクリックします。

2. [Create SubGroup] ウィンドウで、サブグループの詳細を入力しま

す。

3. [Save] をクリックします。

ダイナミック グループ内にスタティック グループを作成すること

も、その逆もできます。スタティック グループを作成した場合、親

のダイナミック グループからルールは継承されません。スタティッ

ク グループは、任意の階層に作成される独立したグループです。

ダイナミック グループの場合、ダイナミック サブグループを作成す

ると、親のグループのルールを自動的に継承します。

Edit Group 1. [Edit Group] をクリックします。

2. [Edit Group] ウィンドウで、必須フィールドを編集します。

3. [Save] をクリックします。

[Group Name]、[Description] の編集に加え、適切な [Parent Group] 
の選択を行うことができます。
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グループの作成

新しいグループを作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [Device Group] ペインの右にある  アイコンをクリックします。

ステップ 2 [Create Group] をクリックします。

ステップ 3 [Create Group] ウィンドウで、グループ名と説明を入力します。

ステップ 4 グループ タイプ [Static] または [Dynamic] を選択します。

ステップ 5 ダイナミック グループの場合、[Match as All] または [Match as Any] を選択し、ドロップダウン リス

トから適切な基準の組み合わせを選択してルールを設定します。

[+] をクリックすると複数のルールを設定できます。新しい行が追加されます。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

ユーザ定義グループの下に、新しいグループが、設定されたルールとともに追加されます。

グループへのデバイスの追加

デバイスを追加するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Current Inventory] テーブルから管理対象デバイスを選択します。

ステップ 3 [Current Inventory] ペインで右矢印をクリックします。

ステップ 4 [Add to Group] を選択します。

が表示されます。

ステップ 5 [Add To Group] ウィンドウで、[Select Group] ドロップダウン リストから対象グループを選択し、

[Save] をクリックします。

Delete Group 1. [Delete Group] ボタンをクリックします。

「Are you sure you would like to delete the selected item(s)?」という

メッセージが表示されます。

2. [OK] をクリックします。

Duplicate Group 1. [Duplicate Group] をクリックします。

2. [Duplicate Group] ウィンドウで、グループの詳細を入力します。

3. [Save] をクリックします。

ダイナミック グループで [Duplicate Group] を実行すると、ルール

のプロパティが新しいグループにコピーされます。

表 5-1 ユーザ定義グループのクイック ビューの詳細 （続き）

フィールド 説明
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選択したグループにデバイスが追加されます。

グループからのデバイスの削除

デバイスを削除する手順は次のとおりです。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Current Inventory] テーブルから管理対象デバイスを選択します。

ステップ 3 [Current Inventory] ペインで右矢印をクリックします。

ステップ 4 [Remove From Group] を選択します。

「Are you sure you would like to delete the selected item(s)?」というメッセージが表示されます。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

グループからデバイスが削除されます。

（注） デバイスの追加や削除ができるのは、ユーザ定義のスタティック グループだけです。ユーザ定義のダ

イナミック グループにデバイスを追加することはできません。

デバイス グループ セレクタ

デバイス グループ セレクタは [Polling Parameters] ページ（[Administration] > [System Setup] > 
[Polling & Threshold] > [UC Polling Parameters] を選択します）にあり、ポーリングするグループを選

択できます。これは、デバイスをフィルタリングする方法を提供します。グループは、デバイス、アプ

リケーション、サブグループで構成されます。各グループにはプロパティ（名前、説明、権限など）の

セットが割り当てられます。ただし、グループを定義するものは、そのグループに関連付けられている

ルールです。グループのメンバーシップはルールによって決定されます。メンバーシップは、ルールを

評価するたびに変化することもあります。

Prime Collaboration は、グループを階層方式でサポートします。それぞれの子グループは親グループ

のサブグループであり、そのグループ メンバーシップは直接の親グループのサブセットになります。

オブジェクトがグループに属するためには、オブジェクトがそのグループのルールと親グループのルー

ルに従っている必要があります。

ポーリング パラメータの下のデバイス グループ セレクタには、グループが階層方式で表示されます。

次の 2 つのメイン グループとそのサブグループが表示されます。

CS@<server name>

– システム定義グループ

OM@<server name>

– システム定義グループ

– ユーザ定義グループ

• システム定義グループ：Cisco Prime Collaboration でのデフォルトのデバイス グループ化。システ

ム定義グループは、削除することも編集することもできません。
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• ユーザ定義グループ：ネットワークの管理方法が反映されるように管理者が編集または作成するグ

ループ。ただし、ユーザ定義グループの直下にグループを作成することはできません。ユーザ定義

グループは、[Device Work Center] ページの [Device Group] オプションの下で作成されます。「グ

ループの作成」（P.5-3）を参照してください。  スタティック ユーザ定義グループだけが、[Device 
Group] から [Polling Parameters] ページの [Device Selector] ペインに同期されます。ダイナミック 
グループ内に作成されたスタティック グループも同期化されません。
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インベントリの管理

Cisco Prime Collaboration は、デバイス インベントリの継続的なリアルタイム検出を保持します。

新のネットワーク情報を保持できるように、定期的にインベントリを更新する必要があります。

インベントリを更新すると、インベントリは Prime Collaboration データベースと同期します。

Prime Collaboration のインベントリには、更新後にコラボレーション ネットワーク内で発生したすべ

ての追加、削除、および変更が反映されます。インベントリをどの程度の頻度で更新するかをスケ

ジュールできます。

インベントリ詳細の表示

Prime Collaboration では、デバイス タイプに基づいてデバイスがグループ化されます。[Device 
Group] ペインは、[Device Work Center]、[Session Diagnostics]（フィルタとして）、[Endpoint 
Diagnostics]、[Alarms]、[Events] の各ページで使用できます。確認したい特定のグループからデバイ

スまたはエンドポイントを選択して、インベントリの詳細、モニタ セッション、エンドポイント、ア

ラーム、イベントを確認できます。

インベントリ テーブル以外に、[Device Work Center] ページには [System Information]、[Access 
Information]、[Interface Information]、[Event Settings] の各ペインがあり、インベントリ テーブルの

下に表示されます。これらのペインはすべて、 後にポーリングされたデータに基づいて内容が表示さ

れます。デバイスが一度でも [Managed] 状態になると、これらの詳細が表示されるようになります。

[Inventory] テーブル

[Inventory] テーブルは、[Device Work Center] ページで見ることができます（[Operate] > [Device 
Work Center] を選択します）。

Prime Collaboration により管理される各デバイスは、デバイス（インターフェイスおよびペリフェラ

ル）の物理インベントリを表示できるようになっています。デバイスのインベントリ詳細を表示するに

は、[Current Inventory] ペインの行をクリックします。

複数のデバイス（ 初の 500 個の項目）を選択するには、[Current Inventory] ペインの左上隅にある

チェックボックスを使用します。

[Customize Events] オプションを使用してデバイスのイベント設定を変更できます。

[Edit] オプションを使用してデバイスの可視性の設定を変更できます。このことができるのは、エンド

ポイント、事前定義済みグループ、およびユーザ定義グループに対してのみです。デバイスの可視性設

定は、デバイスが管理対象状態である場合にのみ変更できます。可視性の設定の変更は、[Session 
Diagnostics] ページに表示されます。詳細については、『Cisco Prime Collaboration Network 
Monitoring, Reporting and Diagnostics Guide』を参照してください。デバイスの管理を一時停止また

は再開するには、[Suspend] と [Resume] を使用します。インベントリは、[Suspended] 状態のデバイ

スについては更新されません。
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インベントリ テーブルの表示ドロップダウン リストを使用して、デバイスをデバイス タイプと状態に

基づいてフィルタリングできます。

たとえば、ネットワーク内の、すべての削除されたデバイスを再検出する場合は、表示ドロップダウン 
リストから [Deleted] を選択します。インベントリ テーブルに、すべての削除されたデバイスの一覧が

表示されます。これらのデバイスを検出するために再検出を実行します。

クイック フィルタや拡張フィルタなどのオプションがあり、デバイスの条件に基づいてデバイスを

フィルタリングできます。「デバイス グループの管理」を参照してください。 

インベントリ テーブルの右上隅にある [Total] フィールドには、デバイス数が表示されます。グループ

内のデバイス数を表示するには、グループを選択します。

たとえば、電話機エンドポイントの数を表示するには、[Device Group] で [Endpoints] グループを選択

します。[Total] フィールドのエンドポイント数が更新されます。デバイス数の詳細については、

「Assurance のインベントリ サマリー」（P.6-6）を参照してください。

表 6-1 は、[Inventory] テーブルのすべてのフィールドの説明です。

表 6-1 [Current Inventory] テーブル

フィールド 説明

Endpoint Name 識別を容易にするためにエンドポイントに割り当てられた名前。

Host Name 識別を簡単にするためにデバイスに割り当てられる名前。

Device Type Switch、CTS などのデバイス タイプとメーカー名。

Device Model Catalyst3506G48PS などのデバイス モデル。

IP Address デバイスを管理するために使用される IP アドレス。

IP アドレスをクリックすると、そのデバイスにログインできます。

ルータおよびスイッチの場合、デバイスにログインするためには、Putty 
などの端末クライアント アプリケーションを関連付ける必要がありま

す。

Software Type デバイスで実行中のソフトウェア（IOS、CatOS など）。

Software Version デバイスで実行されているソフトウェア バージョン。

State Prime Collaboration 管理対象デバイスのステータス。

Last Discovered デバイスが 後に検出された日時。

Visibility • [Not Applicable]：リアルタイム可視性機能は、このデバイスではサ

ポートされていません。

• [Limited] または [Full] 可視性：このステータスは、可視性設定に基

づいたエンドポイントにのみ表示されます。

詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Network Monitoring, 
Reporting, and Diagnostics Guide』を参照してください。

Customized Events • 緑のチェックマーク表示：イベント設定が、[Customize Events] タ
ブを使用して、デバイス用にカスタマイズされていることを示しま

す。

• 緑のチェックマーク表示なし：イベント設定が、デバイス用にカス

タマイズされていないことを示します。このデバイスはグローバル

設定を使用します。
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System Information

[System Information] ペインには、TelePresence Server を除くすべてのデバイスについて、次のような

クレデンシャル詳細情報が表示されます。

Mediatrace Role • [Unsupported]：デバイスは Cisco Mediatrace をサポートしません。

• [Transparent]：デバイスは Cisco Mediatrace をサポートしますが、

プロファイルが設定されていません。

• [Responder]：Cisco Mediatrace の応答側プロファイルがデバイスで

イネーブルにされています。Cisco Mediatrace の情報をモニタおよ

び収集する場合、このプロファイルをイネーブルにする必要があり

ます。

• [Responder]：Cisco Mediatrace の発信側プロファイルがデバイス上

でイネーブルにされています。Cisco Mediatrace セッションまたは

ポールを開始する場合、このプロファイルをイネーブルにする必要

があります。

• [Initiator/Responder]：Cisco Mediatrace の発信側および応答側プロ

ファイルがデバイスでイネーブルにされています。

IP SLA Role • [Unsupported]：デバイスは Video IP SLA をサポートしません。

• [Not Configured]：デバイスは Video IP SLA をサポートしますが、

Video IP SLA は設定されていません。

• [Responder]：デバイス上で IP SLA レスポンダのプロファイルが設

定されています。このプロファイルが設定されているデバイスでは、

測定パケットの処理が行われ、詳細なタイムスタンプ情報を取得で

きます。

応答側は、宛先デバイスの処理遅延に関する情報を、発信元の 
Cisco ルータに送信できます。

Performance Monitor • [Unsupported]：デバイスは Cisco Performance Monitor をサポート

しません。

• [Not Configured]：デバイスは Cisco Performance Monitor をサポー

トしますが、Cisco Performance Monitor は設定されていません。

• [Configured]：Cisco Performance Monitor がイネーブルになってい

るため、ネットワーク内のパケット フローをモニタし、そのフロー

に影響をおよぼす可能性がある問題点を認識できます。

表 6-1 [Current Inventory] テーブル （続き）

フィールド 説明

フィールド 説明

Object ID エンドポイントのシステム オブジェクト ID。

Up Time デバイスの実行が継続している時間。

Contact エンドポイントのコンタクト詳細。

Location エンドポイントのシステム ロケーション。
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Detaild Device View

[Detailed Device View] では、デバイスの詳細ビューが開きます（ポップアップ ウィンドウとして）。

これは、[System Information] ペインにリンクとして用意されています。

[Detailed Device View] では、次のことが行えます。

• システムのハードウェアおよびソフトウェア、環境、接続性、インターフェイス コンポーネント

に関する情報を表示します。

• ハードウェアおよびソフトウェアの、集約デバイスのサブコンポーネントに関する情報を表示しま

す。

• Cisco Unified CM、Voice Services、Work Flow、および Synthetic Tests などのアプリケーション 
ステータスを表示します。

• デバイスまたはデバイス コンポーネントの管理を一時停止または再開して、デバイスのポーリン

グをこれ以上行わないようにするか、ポーリングを再開します。

• パフォーマンス グラフ、Diagnostic View などの他のツールなどを起動します。

Diagnostic View

ネットワーク管理サーバにインストールされているこれおよび他のネットワーク管理アプリケーション

の重要な統計情報および詳細情報を単一ページに表示できます。いくつものページに移動しなくても、

必要なデータを見ることができます。

[Device Work Center] ページに [Detailed Device View] と [Diagnostic View] のリンクが表示されるの

は、音声ネットワーク デバイス（Cisco Unified CM、Cisco Unity Connection、Cisco Unified 
Presence、音声ゲートウェイなど）の場合のみです。これらのビューは、ビデオ ネットワーク デバイ

ス（Cisco VCS や TelePresence など）と電話機エンドポイントでは使用できません。

詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Network Monitoring, Reporting, and Diagnostics 
Guide』を参照してください。

アクセス情報

[Access Information] ペインには、すべてのデバイスについて、次のような詳細情報が表示されます。

Primary Capability デバイスで実行されているプライマリ サービス。

Capabilities デバイスで実行されている他のすべてのサービス（プライマリ サービス

以外）。

フィールド 説明

フィールド 説明

Credential Profile Name 検出時に使用される、選択したデバイスのクレデンシャル プロファイ

ル。

SNMP Access Level クレデンシャル プロファイルで SNMP クレデンシャルが定義されてい

る場合は、[Read Only] が表示されます。

SNMP Version [Credential Profiles] で定義される SNMP バージョン。

CLI Access Level CLI クレデンシャルが定義されている場合、Prime Collaboration ではア

クセス レベルが [Read Only] であるか [Read Write] であるかのチェック

が行われます。この結果に基づいて、適切な値が表示されます。

Prime Collaboration でクレデンシャルが必須でない場合、このフィール

ドは表示されません。
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インターフェイス情報

[Interface Information] ペインには、CTS、Cisco Codec、CTMS、Cisco MCU、Cisco MSE、および 
Cisco TelePresence Server に関する次の詳細情報が含まれます。

イベント設定

[Event Settings] ペインには、エンドポイントおよびインフラストラクチャ デバイスに関する次の詳細

が含まれています。

HTTP Access Level クレデンシャル プロファイルで HTTP クレデンシャルが定義されている

場合は、[Read Only] が表示されます。

Prime Collaboration でクレデンシャルが必須でない場合、このフィール

ドは表示されません。

JTAPI Access Level クレデンシャル プロファイルで JTAPI クレデンシャルが定義されている

場合は、[Read Only] が表示されます。

Prime Collaboration でクレデンシャルが必須でない場合、このフィール

ドは表示されません。

フィールド 説明

フィールド 説明

Physical Address デバイスの物理アドレス。

Name デバイスの名前。

Type デバイスのタイプ。

MTU 大伝送単位。このインターフェイスで処理できる 大パケット サイ

ズ（バイト単位）。

Speed デバイスの速度（Mbps 単位）。

CDP CDP がイネーブル（True）かディセーブル（False）かを示します。

Operational Status デバイスの動作状態。

Admin インターフェイスの管理ステータス。

フィールド 説明

セッション

Name しきい値が設定されたパケット損失、ジッター、遅延。

Minor Threshold 比較的重大ではないアラームのしきい値を表示します。

Major Threshold やや重大なアラームのしきい値を表示します。

Critical Threshold 重大なアラームのしきい値を表示します。

Enabled 有効または無効なイベント。

Automatic Troubleshooting 有効になっていると、イベントの重大度が表示されます。

エンドポイント

Category エンドポイントやサービス インフラストラクチャなどのカテゴリ。

Alarm Condition アラームのトリガーを定義する条件。
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すべてのエンドポイントで、Rx パケット損失、ジッター、遅延にデフォルトのしきい値が設定されて

います。デフォルトのイベント設定を表示し、値をカスタマイズするには、『Cisco Prime 
Collaboration Fault Management Guide』を参照してください。

[Current Inventory] テーブルの [Customize Events] を使用して、単一または一連のエンドポイントにつ

いて、これらの設定をさらにカスタマイズすることができます。『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault 
Management Guide』を参照してください。

Assurance のインベントリ サマリー

[Inventory Summary] には、デバイスの状態に基づいてデバイスの数が表示されます。合計カラムに

は、特定の状態のデバイスの合計数が表示されます。デバイス数は、[Device Work Center] の 
[Inventory] テーブルへの相互起動リンクとなっています。数値をクリックすると、[Inventory] テーブ

ルが表示され、その状態のすべてのデバイスを見ることができます。

インベントリ サマリーは、UI ブラウザの下部にあるスライダとして用意されています。スクロールす

ると詳細を表示できます。

[Unknown IP Phones] の数は別に表示されます。[Unknown IP Phones] に含まれるのは、電話機のう

ち、Cisco Unified CM に登録されていない時間が 24 時間を超えているものや、まだ Cisco Unified CM 
に登録されていないものの総数です。

マス エンドポイントのカラムでは、電話機の数は除外されます。

（注） 合計数カラムは、インフラストラクチャ デバイス、マス エンドポイント、および TelePresence エンド

ポイントのカラムをデバイス状態ごとに合計したものですが、合計数カラムのデバイス数には多少の不

整合が生じることがあります。これは、合計数カラムの計算にはインベントリの [Unknown] タイプの

デバイスも含まれることがあるからです。

インベントリ サマリーは、 新のデータを表示するために 30 秒ごとに更新されます。

デバイス固有のインベントリの詳細

次の表は、インベントリに関するその他の詳細情報について説明したものです。

• CTS、Cisco Codec、MX、E20、MXP、および Polycom

• Cisco Jabber for TelePresence Video（Movi）

• Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズと Cisco Cius

• CTMS

• CTS-Manager および Cisco TMS

• Cisco Unified CM

• Cisco MCU および MSE

• Cisco VCS

• Cisco TelePresence Conductor

Enabled 有効または無効なイベント。

Severity 重大度（[Critical]、[Major]、または [Minor]）が表示されます。

フィールド 説明
6-6
Cisco Prime Collaboration 9.0 デバイス管理ガイド

OL-27260-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html


 

 第 6 章      インベントリの管理
CTS、Cisco Codec、MX、E20、MXP、および Polycom

フィールド 説明

TelePresence 
Endpoint 

選択したエンド

ポイントのタイ

プ（CTS、
Cisco Codec、
MX、E20、
MXP、または 
Polycom）に基

づいてデータが

表示されます。

Endpoint Name 識別を容易にするためにエンドポイントに割り当てられた名前。

Directory Number エンドポイントで定義されている IP フォンの詳細。

コール コントローラ 

CUCM Address エンドポイントが登録される、Cisco Unified CM サーバのホスト名または IP 
アドレス。

CUCM Cluster ID Cisco Unified CM サーバが登録されている Cisco Unified CM クラスタの ID。

VCS Address エンドポイントが登録されている VCS サーバのホスト名または IP アドレス。

VCS Cluster ID VCS サーバが登録されている VCS クラスタの ID。

Registration Status コール プロセッサ（Cisco Unified CM または VCS）でのエンドポイントの

登録ステータス。Cisco Unified CM または VCS が管理対象ではない場合は、

表示される情報は [N/A] です。

H323 ID Cisco Codec デバイスで設定されている H.323 ID。

E164 No Cisco Codec デバイスで設定されている E164 番号。

H323 Gatekeeper Address Cisco Codec が登録されているゲートキーパーのネットワーク アドレス。

SIP URI Cisco Codec デバイスで登録されている SIP URI。

SIP Proxy Address Cisco Codec デバイスで手動設定されている SIP プロキシ アドレス。

アプリケーション マネージャ 

CTSMAN CTS が統合されるアプリケーション マネージャのホスト名または IP アドレ

ス。

TMS Cisco Codec が統合されるアプリケーション マネージャのホスト名または IP 
アドレス。

スイッチの詳細 

Connected To Switch エンドポイントが接続されているスイッチの詳細。

Port Connected エンドポイントが接続されているスイッチ ポートの詳細。

Peripherals Name アップリンク、電話機、カメラ、ディスプレイ、タッチ スクリーン モニタ、

マイクなどのペリフェラルのタイプ。

（注） CTS システムは TelePresence タッチ スクリーンのモニタリングをサ

ポートします。

Position マイクの front_center など、ペリフェラルの位置。

MAC Address ペリフェラルの MAC アドレス。

Software Version ペリフェラルで実行されているソフトウェア バージョン。

Model ペリフェラルのモデル。

Serial ペリフェラルのシリアル番号。

Make ペリフェラルのメーカーの詳細。

Firmware Version ペリフェラルのファームウェア バージョン。

Hardware Version ペリフェラルのハードウェア バージョン。

Midlet Version ペリフェラルで実行されている Midlet バージョン。
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（注） Prime Collaboration は、Cisco TelePresence 150 MXP のペリフェラル詳細をサポートしません。

Cisco Jabber for TelePresence Video（Movi）

Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズと Cisco Cius

フィールド 説明

Movi Endpoint Name 識別を容易にするためにエンドポイントに割り当てられた名前。

SIP URI Cisco Jabber for TelePresence Video（Movi）エンドポイント上の登録済み 
SIP URI。

VCS Address エンドポイントが登録されている VCS のホスト名または IP アドレス。

VCS Cluster ID VCS が登録されている VCS クラスタの ID。

フィールド 説明

CUCM Endpoint Endpoint Name 識別を容易にするためにエンドポイントに割り当てられた名前。

Model CP-8945 や CP-9971 などのエンドポイントのモデル。

Directory Number エンドポイントで定義されている IP フォンの詳細。

Serial Number エンドポイントのシリアル番号。

Description コール プロセッサで定義されているエンドポイントの説明。

コール コントローラ

CUCM Address エンドポイントが登録されている、Cisco Unified CM サーバのホスト名また

は IP アドレス。

CUCM Cluster ID Cisco Unified CM サーバが登録されている Cisco Unified CM クラスタの ID。

Registration Status コール プロセッサ（Cisco Unified CM）でのエンドポイントの登録ステータ

ス。Cisco Unified CM が管理対象ではない場合は、表示される情報は [N/A] 
です。

スイッチの詳細

Connected To Switch エンドポイントが接続されているスイッチの詳細。

Port Connected エンドポイントが接続されているスイッチ ポートの詳細。

ネットワーク設定

Cisco Cius エン

ドポイントのみ

のデータが表示

されます。

Wi-Fi の詳細

Status 接続や未接続などの Wi-Fi 接続のステータスを表示します。

IP Address Wi-Fi ネットワークを使用して接続する際に、エンドポイントの管理に使用す

る IP アドレス。

Default Router エンドポイントが接続されているデフォルト ルータの IP アドレス。

Access Point Name エンドポイントが接続されているアクセス ポイントの名前。

Ethernet の詳細

Status 接続や未接続などのイーサネット接続のステータスを表示します。

IP Address イーサネットを使用して接続する際に、エンドポイントの管理に使用する IP 
アドレス。

Default Router エンドポイントが接続されているデフォルト ルータの IP アドレス。
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（注） Cisco Cius と Cisco Unified IP Phone 8900 および 9900 シリーズの検出では、HTTP インターフェイス

を有効にする必要があります。HTTP インターフェイスが有効になっていない場合は、これらのデバイ

スはインベントリ テーブルに表示されません。

Cisco Cius デバイスでは、インベントリに表示可能な標準の電話機情報は SEP および MAC アドレス

です。

CTMS

フィールド 説明

Multipoint 
Switch

Timezone マルチポイント スイッチで設定されたタイム ゾーン。

SKU —

Hardware Model マルチポイント スイッチが実行されているメディア コンバージェンス サーバ

の型番。

Software Version 管理ソフトウェアが現在インストールしているマルチポイント スイッチの

バージョン。

OS Version Operating System（OS; オペレーティング システム）バージョン。

Hostname マルチポイント スイッチに設定されているホスト名。

IP Address マルチポイント スイッチの管理に使用される IP アドレス。

Subnet Mask IP アドレスで使用されるサブネット マスク。

MAC Address マルチポイント スイッチ ソフトウェアが実行されているメディア コンバー

ジェンス サーバの MAC アドレス。この MAC アドレスは、イーサネット イ
ンターフェイス 0（eth0 ネットワーク インターフェイス カード（NIC））に属

します。フェールオーバーでは、この MAC アドレスは、別のイーサネット 
インターフェイスがアクティブになっても保持されます。

スイッチの詳細

Connected To Switch マルチポイント スイッチが接続されるスイッチの詳細。

Port Connected マルチポイント スイッチが接続されるスイッチ ポートの詳細。

Ad hoc Segments 緊急会議で使用可能なセグメントの 大数。 大値は 48 です。

Maximum Segments このマルチポイント スイッチが処理できるセグメント（個々のビデオ ディス

プレイ）の合計数。 大値は 48 です。

Schedulable スケジュール済み会議で常に使用できるセグメントの数。マルチポイント ス
イッチは、[Maximum Segments] で定義されている数値から [Ad Hoc 
Segments] で定義されている数値を減算して、この値を自動的に定義します。
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CTS-Manager および Cisco TMS

（注） CTS-Manager の場合、[System Connectivity] ペインは CTS-Manager 1.7 および 1.8 に対してのみ表示

されます。また、Prime Collaboration アプリケーションで設定された CTS-Manager ユーザは、

CTS-Manager で管理者権限を持っている必要があります。

Cisco Unified CM 

フィールド 説明

Application 
Manager

SKU —

Hardware Model アプリケーション マネージャが実行されているサーバの型番。

Software Version 現在インストールされている管理ソフトウェアのバージョン。

OS Version Operating System（OS; オペレーティング システム）バージョン。

Hostname アプリケーション マネージャに設定されているホスト名。

IP Address アプリケーション マネージャの管理に使用される IP アドレス。

Subnet Mask IP アドレスで使用されるサブネット マスク。

MAC Address アプリケーション マネージャに提供される MAC アドレス番号。

System 
Connectivity（下

記の注を参照）

Exchange Server：これらの詳細情報は、CTS-Manager でカレンダー サービス（スケジューリング API モード）

が設定されている場合にのみ表示されます。

Status Exchange サーバが実行しているか、ダウン状態かを示します。

IP Address Exchange サーバに割り当てられる IP アドレス。

Software Version Exchange サーバに現在インストールされているソフトウェアのバージョ

ン。

LDAP Server：これらの詳細情報は、CTS-Manager で Active Directory が設定されている場合にのみ表示され

ます。

Status LDAP サーバが実行しているか、ダウン状態かを示します。

IP Address LDAP サーバに割り当てられる IP アドレス。

Software Version LDAP サーバに現在インストールされているソフトウェアのバージョン。

フィールド 説明

Call Processor Cluster ID クラスタの一意の ID を提供するパラメータ。このパラメータは呼詳細

レコード（CDR）で使用されます。これにより、複数のクラスタから

収集された CDR レコードも、それらの発信元を追跡できます。デフォ

ルトは StandAloneCluster です。

Publisher Hostname クラスタ パブリッシャに設定されているホスト名。

Registered CTS Endpoints コール プロセッサに登録されているエンドポイントの数。

Total CTS Endpoints エンドポイントの合計数。
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Cisco MCU および MSE

フィールド 説明

MCU or MSE 
Details

選択した会議デ

バイス（MCU 
または MSE）
に基づいてデー

タが表示されま

す。

Hardware Model マルチポイント スイッチが実行されているメディア コンバージェンス サーバ

の型番。

Serial Number MCU のシリアル番号

Software Version 管理ソフトウェアが現在インストールしているマルチポイント スイッチの

バージョン。

MCU Type/Device Type MCU またはデバイスのタイプ。

Build Version インストールされているソフトウェアのビルド バージョン。

Manufacturer メーカー名。

Hostname デバイス（MCU または MSE）で設定されているホスト名。

IP Address MCU または MSE の Web ユーザ インターフェイスにアクセスするために使

用される、MCU または MSE のネットワーク インターフェイスのローカル 
IP アドレス。

Subnet Mask IP アドレスで使用されるサブネット マスク。

MAC Address イーサネット ポートの固定ハードウェア MAC アドレス。

Connected To Router MCU または MSE が接続されているルータの IP アドレス。

Cluster Type クラスタがマスターかスレーブかを示します。クラスタが設定されている場

合は、[Not Configured] が表示されます。

Total Video Ports MCU で設定されているビデオ ポートの数。

MCU デバイスの場合のみ表示されます。

Total Audio Ports MCU で設定されている音声ポートの数。

MCU デバイスの場合のみ表示されます。

SIP（MCU デバイスの場合のみ表示されます）

Status SIP の登録がイネーブルかディセーブルかを示します。

Proxy SIP プロキシのネットワーク アドレス。

Domain MCU が登録されている SIP レジストラのネットワーク アドレス。

H.323（MCU デバイスの場合のみ表示されます）。

Status H.323 ゲートキーパーの登録がイネーブルかディセーブルかを示します。

Gatekeeper ID H.323 ゲートキーパーへの登録時に MCU で使用される ID。

Gatekeeper Address MCU が登録されているゲートキーパーのネットワーク アドレス。

MSE Blades

MSE のみの

データが表示さ

れます。

Type ブレードのタイプ。

Slot スロット番号。Slot 1 は MSE Supervisor、2 ～ 10 はブレードです。

Software Version 使用されているソフトウェアのバージョン。

Status ブレードのステータス（OK または空）。

Port A IP Address Port A の IP アドレス。

Port B IP Address Port B の IP アドレス。
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Cisco VCS

（注） Prime Collaboration は、Cisco VCS アプリケーションとアプライアンスの両方を管理します。

Cisco TelePresence Conductor

フィールド 説明

Call Processor Cluster ID VCS の個々のクラスタを識別するためのクラスタ名。

Master クラスタ マスターとして設定された VCS ピアの名前。

Registered Endpoints VCS に登録されているエンドポイントの数。

Peers クラスタ内で設定されている VCS ピアの数。

VCS 
Configuration

Timezone VCS で設定されているタイムゾーン。

Maximum Traversal Calls VCS で利用可能なトラバーサル コール ライセンスの数。

Maximum Non-Traversal 
Calls

VCS で利用可能な非トラバーサル コール ライセンスの数。

Maximum Registrations VCS に登録可能なエンドポイントの数。

Expressway VCS Expressway が設定されているかどうかを示します。

Interworking H.323 システムから SIP システムへ接続できるように VCS が設定され

ているかどうかを示します。

Encryption このソフトウェア ビルドで AES 暗号化が利用可能かどうかを示しま

す。

Find Me FindMe がイネーブルかディセーブルかを示します。

Device Provisioning VCS でプロビジョニング サーバがイネーブルかどうかを示します。

Dual Network Interface VCS Expressway 上で LAN 2 インターフェイスがイネーブルかどうか

を示します。

Starter Pack Starter Pack オプション キーがインストールされているかどうかを示し

ます。

フィールド 説明

TelePresence 
Conductor

Name コンダクタに設定されたホスト名。

IP Address コンダクタの IP アドレス。

Software Version 現在インストールされているソフトウェアのバージョン

Cluster Master クラスタ マスターとして設定されたコンダクタ ピアの名前。

Cluster Peers クラスタ内で設定されているコンダクタ ピアの数。

Total Registered MCUs コンダクタに登録されている MCU の数。

Software ID コンダクタ上のソフトウェアの ID。

Hardware Serial Number コンダクタ ハードウェアのシリアル番号。
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  インベントリ詳細の更新と収集
（注） Cisco TelePresence Conductor が制御する MCU のカスケードのみがサポートされます。

インベントリ詳細の更新と収集
インベントリ詳細の更新と収集は、展開されているネットワークのタイプ（音声またはビデオ、または

両方）によって異なります。また、指定のポイントでどのデータを収集するかによっても異なります。

表 6-2 は、ネットワークに基づくインベントリ更新のタイミングに関する推奨事項です。

Registered MCUs Name コンダクタに登録されている MCU の名前。

IP Address コンダクタに登録されている MCU の IP アドレス。

Type コネクタに登録されている MCU のタイプ。

Pool MCU クライアントが属する MCU プール。

Blacklisted リストされた MCU はコンダクタでは使用されません。

Blacklisted Reason その MCU がコンダクタで使用されない理由。

Media Load: Allocated/In 
Use/ Max Available

割り当て済み、使用中、および使用可能な 大のメディア ロード。

Signalled Load: Allocated/In 
Use/ Max Available

割り当て済み、使用中、および使用可能な 大のシグナル ロード。

フィールド 説明

表 6-2 インベントリの更新に関する推奨事項

説明 作業

音声とビデオの両方のエンドポイントがネット

ワーク内に展開されており、両方のデータを収集

する場合

[Update Inventory] を実行します（[Operate] > 
[Device Work Center] > [Update Inventory] を選

択します）。詳細については、「インベントリの更

新」（P.6-14）を参照してください。

音声とビデオの両方のエンドポイントがネット

ワーク内に展開されており、ビデオ エンドポイ

ントのみのデータを収集する場合

[Update Inventory] を実行します（[Operate] > 
[Device Work Center] > [Update Inventory] を選

択します）。詳細については、「インベントリの更

新」（P.6-14）を参照してください。

音声とビデオの両方のエンドポイントがあり、音

声エンドポイントのみのデータを収集する場合

[IP Phone Inventory Collection and Cluster Data 
Discovery] を実行します（[Administration] > 
[System Setup] > [Assurance Setup] を選択しま

す）。詳細については、「インベントリ詳細の収

集」（P.6-15）を参照してください。
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  インベントリ詳細の更新と収集
インベントリの更新

Update Inventory タスクは、Prime Collaboration インベントリ データベースとネットワークを同期化

します。このタスク中、アクセシビリティ検証は実行されません（図 6-1 を参照）。

[Update Inventory] タスクを実行するのは、次のときです。

• ネットワーク内のすべての管理対象デバイスについてデータベースを同期させたい。  選択された一

部のデバイスでのみインベントリを更新することはできません。

• Prime Collaboration データベースを 新の状態に維持するために、定期的なインベントリ更新

ジョブを定義したい

• ネットワーク デバイス インターフェイスで何らかの変更が行われた。

（注） ネットワークに新しいデバイスが追加されても特定されません。

図 6-1 Update Inventory のライフサイクル

定期的なインベントリ更新ジョブを定義して、Prime Collaboration データベースを 新の状態にする

ことを推奨します。

インベントリを更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

音声ネットワークだけの場合 [IP Phone Inventory Collection and Cluster Data 
Discovery] を実行します（[Administration] > 
[System Setup] > [Assurance Setup] を選択しま

す）。詳細については、「インベントリ詳細の収

集」（P.6-15）を参照してください。

ビデオ ネットワークだけの場合 [Update Inventory] を実行します（[Operate] > 
[Device Work Center] > [Update Inventory] を選

択します）。詳細については、「インベントリの更

新」（P.6-14）を参照してください。

表 6-2 インベントリの更新に関する推奨事項 （続き）

説明 作業

Managed

SNMP/HTTP  

Unreachable

ICMP ping  

Undiscoverable

23
99

01
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  インベントリ詳細の更新と収集
ステップ 2 [Device Work Center] ページで、[Update Inventory] をクリックします。

[Update Inventory] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 デバイス ステータスに基づいてインベントリを更新するには、[Update devices based on device 
criteria] チェックボックスをオンにします。

– [Device status]：[Inaccessible]、[Unreachable]、[Undiscoverable]、[Unknown]、[Deleted]、
および [Unsupported] の各ステータスのデバイスを再検出できます。

デバイス ステータスに基づいてインベントリを更新することを選択した場合は、アクセシビリティ情

報のチェックが実行されます。そうでない場合は、[Managed] 状態のすべてのデバイスのインベント

リが更新されます。デバイスのアクセシビリティはチェックされません。

定期的な更新インベントリ ジョブをスケジューリングするか、このジョブを即時に実行できます。

ジョブを即時に実行するには、ステップ 5 に進みます。

ステップ 4 ジョブ名とスケジューリングの詳細を入力します。

• [Start Time]：[Start Time] を選択して、開始日と開始時刻をそれぞれ yyyy/MM/dd および hh:mm 
AM/PM 形式で入力します。あるいは、カレンダーから開始日時を選択する場合、日付ピッカーを

クリックできます。表示される時刻は、クライアント ブラウザの時刻です。スケジューリングさ

れた定期的ジョブは、この指定時刻に実行されます。

• [Recurrence]：[None]、[Hourly]、[Daily]、[Weekly]、[Monthly] を選択して、ジョブ期間を指定

します。    

• [Settings]：ジョブ期間の詳細を指定します。

• [End Time]：終了日時を指定しない場合は、[No End Date/Time] をクリックします。[End at] をク

リックして、終了日と終了時刻をそれぞれ yyyy/MM/dd および hh:mm AM/PM 形式で入力します。

ステップ 5 [Run Now] をクリックして、インベントリ更新ジョブをすぐに実行するか、[Schedule] をクリックし

て、定期的なインベントリ更新ジョブを後でスケジューリングします。

[Run Now] をクリックすると、ジョブ処理中のウィンドウが表示されます。経過詳細をクリックする

と、ジョブのステータスを確認できます。

[Device Work Center] ページの [Discovery Jobs] ボタンを使用して、ジョブのステータスを確認できま

す。[Job Management] ページに、検出ジョブのリストが表示されます。詳細については、「検出ステー

タスの確認」（P.4-18）を参照してください。

インベントリ詳細の収集

Prime Collaboration は、管理対象デバイスのオンデマンド インベントリ更新をサポートします。管理

対象デバイスからデータを収集し、デバイス自体に関する情報、および管理対象デバイスに登録された

電話機に関する情報を更新します。

電話機、XML 電話機、およびクラスタの追加、削除、変更はすべて、インベントリに反映されます。

電話機とクラスタには、個別のインベントリ収集スケジュールがあります。クラスタ検出の詳細につい

ては、「クラスタ データ検出の設定」（P.4-15）を参照してください。

スケジュールをさらに作成することはできません。既存のスケジュールの変更のみ行うことができま

す。電話機の場合は、複数のインベントリ収集スケジュールを作成できます。
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（注） Cisco Unified CM クラスタのみの定期的な検出をスケジュールできます。これらのクラスタに登録さ

れている電話機だけが検出されます。詳細については、「クラスタ データ検出の設定」（P.4-15）を参照

してください。

Prime Collaboration によって電話機や Cisco Unified CM クラスタのインベントリ収集が実行されるとき

に、これらのデバイスはさまざまなデバイス状態を経て Prime Collaboration によって完全に認識されま

す（詳細については、「デバイスの状態」（P.4-2）を参照してください）。

インベントリ収集で管理されるクラスタおよび電話機の情報を収集する頻度を指定できます。

インベントリ収集のスケジュールを設定するには、[Administration] > [System Setup] > [Assurance 
Setup] を選択します。インベントリ収集タスクの概要については、表 6-3を参照してください。

IP フォン検出のスケジュール

[Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings] を選

択すると、次の作業を実行できます。

• 「IP フォンの収集ステータスの表示」（P.6-16）

• 「IP フォンの検出スケジュールの追加」（P.6-17）

• 「IP フォンの検出スケジュールの編集」（P.6-17）

• 「IP フォンの検出スケジュールの削除」（P.6-18）

IP フォンの収集ステータスの表示

IP フォンの収集ステータスを表示するには、[Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > 
[IP Phone Inventory Collection Settings] を選択します。

[IP Phone Discovery Schedule] ページが表示されます。

[IP Phone Collection Status] ペインに次の情報が表示されます。

• [Collection Status]：検出プロセスのステータスを表示します。ステータスは、次のいずれかにな

ります。

表 6-3 インベントリ収集の概要 

作業 説明

IP フォンのインベントリ収集のスケジュール設

定

[IP Phone Discovery Schedule] ページ（[Administration] > [System 
Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings]）
で、IP フォン検出スケジュールの追加、編集、削除を行うことができ

ます。（「IP フォン検出のスケジュール」（P.6-16） を参照）。

電話 XML のインベントリ収集のスケジュール設

定

[IP Phone XML Discovery Schedule] ページ（[Administration] > 
[System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone XML Inventory 
Collection Settings]）で、電話 XML 検出のスケジュールを設定できま

す。「IP フォン XML 検出のスケジュール」（P.6-18）を参照してくださ

い）。

クラスタ デバイスのインベントリ収集のスケ

ジュール設定

[Cluster Data Discovery] ページ（[Administration] > [System Setup] > 
[Assurance Setup] > [Cluster Data Discovery Settings]）で、クラスタ 
デバイス検出のスケジュールを追加、編集、または削除できます。（「ク

ラスタ データ検出の設定」（P.4-15） を参照）。
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– In progress：PIFServer を初めて起動するか、再起動すると、自動的に検出が開始され、ス

テータスは In Progress と表示されます。

– Complete：検出プロセスは完了しています。

– Not available.Try after some time：PIFServer を初めて起動するか、再起動したときに、検出

プロセスがまだ開始されていない場合に表示されます。

• [Last Collection Start Time]： 後の検出の開始日時を表示します。

• [Last Collection End Time]： 後の検出の終了日時を表示します。

IP フォンの検出スケジュールの追加

Prime Collaboration には、電話機検出用の 6 つのデフォルト スケジュールがあります。これらは更新

または削除できます。また、 大で 10 までの電話検出スケジュールを追加できます。

IP フォンのスケジュールを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings] を選

択します。

[IP Phone Discovery Schedule] ページが表示されます。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

[Add Schedule] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 次を入力します。

• 検出スケジュールの名前

• 検出を実行する曜日 

• 検出を実行する時刻

ステップ 4 [OK] をクリックします。

IP フォンの検出スケジュールの編集

IP フォンの検出スケジュールを編集するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings] を選

択します。

ステップ 2 [IP Phone Discovery] ページで、編集する電話機検出スケジュールを選択します。

ステップ 3 [Edit] をクリックします。

ステップ 4 [Edit Discovery Schedule] ダイアログボックスで、次の情報を変更できます。

• 検出スケジュールの名前

• 検出を実行する曜日 

• 検出を実行する時刻

ステップ 5 [OK] をクリックします。

ステップ 6 すべての変更が終わったら、[Apply] をクリックします。
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IP フォンの検出スケジュールの削除

IP フォンの検出スケジュールを削除するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings] を選

択します。

[IP Phone Discovery Schedule] ページが表示されます。

ステップ 2 [Delete] をクリックします。確認のボックスで、[Yes] をクリックして確定します。

IP フォン XML 検出のスケジュール

電話機検出をいつ行うかをスケジュールするには、[Phone XML Collection] ページを使用します。電

話 XML 検出の開始スケジュールは、デフォルトで毎日午後 3 時です。電話 XML 検出では、各電話の

シリアル番号、Load ID および App ID を収集します。

電話 XML 検出ステータスのスケジュールを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Assurance Setup] > [IP Phone XML Inventory Collection Settings] 
を選択します。

[Phone XML Collection] ページが表示されます。表 6-4 を参照してください。 

ステップ 2 [Apply] をクリックして、スケジューリングの変更を受け入れます。 

ステップ 3 確認のボックスで [OK] をクリックします。

表 6-4 は、[Phone XML] のフィールドの説明です。

[Phone Lines] レポート

[Phone Lines] には、ネットワーク内の音声とビデオの両方のエンドポイントが一覧表示されます

（[Operate] > [Device Work Center] > [Phone Lines] を選択します）。IP フォン検出に基づいてこのレ

ポートが更新されます。IP フォン検出をスケジュールするには、[Administration] > [System Setup] > 
[Assurance Setup] > [IP Phone Inventory Collection Settings] を選択します。詳細については、「IP フォ

ン検出のスケジュール」（P.6-16）を参照してください。

デフォルトでは、[Phone Lines] に表示されるのは [Extension]、[Phone Description]、[IP Address]、
[MAC Address]、[Model]、[Regd.]、[CM/CME Address]、[Switch Address]、[Port]、[Device Pool]、
[Partition Name]、[Status Reason Code] です。デフォルトのカラムを非表示にしたり、その他のデー

タ カラムを表示したりするには、[Column Filter] オプションを使用します。

表 6-4 [Phone XML] のフィールドの説明

フィールド 説明

Collection Status 現在の収集処理のステータス。状態には 
complete、pending、scheduled があります。

Last Collection Start Time 後に電話検出が開始された日付と時刻。

Last Collection End Time 後に電話検出が停止された日付と時刻。

Phone XML Collection Schedule デフォルトの午後 3 時の データ収集を変更でき

ます。
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個々のレポート、つまり音声電話機 /回線のレポートを表示するには、[Report] > [Interactive Reports] 
> [Inventory Reports] > [Audio Phones/Lines] を選択します。ビデオ電話機と回線のレポートを表示す

るには、[Report] > [Interactive Reports] > [Inventory Reports] > [Audio Phones/Lines] を選択します。

電話機レポートの詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Network Monitoring, Reporting, 
and Diagnostics Guide』を参照してください。

デバイス インベントリのエクスポート

[Device Work Center] ページの [Export Inventory] オプションを使用すると、エンドポイントおよびイ

ンフラストラクチャ デバイス（CTS-Manager、Cisco Unified CM、CTMS、Cisco TMS など）のイン

ベントリ詳細をエクスポートできます。このエクスポートされたデータには、MAC アドレス、ソフト

ウェア バージョン、すべてのデバイス状態（[Managed]、[Unmanaged] など）のデバイスなどの詳細

が含まれています。このファイルにはクレデンシャル情報は含まれません。

エクスポートされたデータは、CSV 形式で使用できます。

エクスポートされるインベントリ詳細については、「インベントリ詳細の表示」（P.6-1）を参照してく

ださい。エクスポートされるデータには、デバイス クレデンシャル プロファイルは含まれません。

デバイス情報をファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] > [Export] を選択します。

[Export] ダイアログボックスが表示されます。デバイス リストとクレデンシャル、およびデバイス イ
ンベントリをエクスポートするかどうかを選択できます。

ステップ 2 [Device Inventory] を選択し、出力ファイルの名前を入力します。

CSV ファイル形式だけがサポートされます。

ステップ 3 [Export] をクリックします。

ローカル システムに .csv ファイルを保存します。

管理対象デバイスの一時停止およびレジューム
管理対象状態のデバイスを一時停止できます。デバイスが一時停止状態になると、Prime Collaboration 
はこのデバイスをモニタしなくなります。つまり、この状態のデバイスのセッション、エンドポイン

ト、インベントリ詳細は更新されず、これらのデバイスにアラームがトリガーされなくなります。

次に、一時停止状態のデバイスの動作を示します。

• デバイスが一時停止状態の場合、Prime Collaboration はデバイスをポーリングしません。

• 一時停止されたエンドポイントが新しいセッションに参加する場合、[Session Topology] ペインで

は、そのエンドポイントが [Unknown] として表示されます。

• 一時停止されたエンドポイントがすでに進行中のセッションに参加している場合は、エンドポイン

トの状態が [Suspended] に変更された直後に、（[Session Topology] ペインの）エンドポイント ア
イコンが [Unknown] に変更されます。

• CTS-Manager が一時停止の場合、新しいセッション データはインポートされません。

CTS-Manager ポーリングは、実行されません。既存のセッション データ（ 後にポーリングされ

たデータ）が、Prime Collaboration サーバに表示されます。
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• Cisco Unified CM パブリッシャが一時停止の場合、Prime Collaboration は、対応する Cisco 
Unified CM クラスタに属する登録済みエンドポイントをポーリングしません。

• アクティブ アラームがある場合、すぐにはクリアされません。アラームは手動でクリアできます。

手動でクリアしない場合、有効期限が切れた後で、アラームは自動的にクリアされます。デフォル

トでは、24 時間です。一時停止されたデバイスでは、新しいアラームはトリガーされません。

• 一時停止されたエンドポイントがトラブルシューティング ジョブにある場合、一時停止されたエ

ンドポイントからトラブルシューティングを実行することはできません。ただし、一時停止された

エンドポイントにトラブルシューティングを実行することはできます。

• デバイスが一時停止状態の場合、エンドポイント使用率レポートには、このデバイスのデータは含

まれません。

管理対象デバイスを一時停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Current Inventory] テーブルから、[Managed] 状態のデバイスを選択します。

ステップ 3 [Suspend] をクリックします。

「Selected devices suspended successfully」というメッセージが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。[Current Inventory] テーブルがリフレッシュされ、デバイス ステータスが更

新されます。

一時停止されたデバイスの管理をレジュームするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Current Inventory] テーブルから、状態が [Suspended] であるデバイスを選択します。

ステップ 2 [Resume] をクリックします。

「Selected devices resumed successfully」というメッセージが表示されます。

ステップ 3 [OK] をクリックします。[Current Inventory] テーブルがリフレッシュされ、デバイス ステータスが更

新されます。

デバイスの削除
状態が [Unknown]、[Unreachable]、[Inaccessible]、[Undiscoverable]、[Suspended]、[Unsupported] 
のデバイスは削除できます。[Managed] 状態のデバイスは削除できません。

デバイスが削除されると、[Current Inventory] テーブルにはリストされなくなりますが、

Prime Collaboration サーバから詳細を確認することができます。

削除されたデバイスの再検出を行うには、「デバイスの再検出」（P.4-17）を参照してください。過去の

セッション データの一部として、削除されたデバイスの詳細にアクセスできます。

デバイスを削除する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Operate] > [Device Work Center] を選択します。

ステップ 2 [Current Inventory] テーブルから、削除するデバイスを選択します。

クイック フィルタを使用して、希望する状態のデバイスのリストを取得できます。
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ステップ 3 [Deleted] をクリックします。

「Selected devices deleted successfully」というメッセージが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。[Current Inventory] テーブルが更新され、削除されたデバイスの名前がこの

テーブルから削除されます。

（注） 削除オプションを使用してインベントリから電話機を直接削除することはできません。電話機が登録さ

れたクラスタが削除されると、電話機も自動的に削除されます。インベントリが更新されるのは、再検

出が実行された後です。
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デバイスのポーリング

デバイスのポーリングを一定の間隔で行うと、デバイスの検出とそのデバイスの健全性のチェックに役

立ちます。ポーリングによって、特定のデバイスを見つけて削除することもできます。デバイスがポー

リングされると、Prime Collaboration は多くのパラメータのデータを受信します。管理対象デバイス

は、Prime Collaboration データベースとデバイス データを同期するため、定期的にポーリングされま

す。

デバイスのポーリングは、次のような目的で行います。

• デバイスが到達できるかどうかを調べる

• デバイス ポーリング デバイスを設定する

• デバイスのポーリングをスケジューリングする

• 到達不能状態が一定期間続いたデバイスのリストを表示する

この作業をローカル認証モードで行うには、ネットワーク管理者またはシステム管理者であることが必

要です。

TelePresence モニタリング設定のポーリング パラメータの設定

Prime Collaboration ポーラー マネージャは、TelePresence モニタリング設定に関して次のポーリング

間隔をサポートします。

• System Status ポーリング間隔Prime Collaboration：

– SNMP および HTTP（HTTPS）を使用して、CPU およびメモリの使用率、エンドポイントお

よびマルチポイント スイッチのペリフェラル ステータスを収集します（Cisco C および Ex シ
リーズ エンドポイント向け）。

– RTMT を使用して、コールおよびセッション コントローラから CPU およびメモリのデータを

収集します。

– Real-Time Monitoring Tool（RTMT）を使用してコールおよびセッション コントローラから、

また HTTP（HTTPS）を使用してマルチポイント スイッチとアプリケーション マネージャか

らサービス ステータスを収集します。

• Call Statistics ポーリング間隔：Prime Collaboration は、エンドポイント デバイスおよび会議デバ

イスからそれぞれ SNMP および HTTP（HTTPS）を使用して、遅延、ジッター、パケット損失、

解決などのコール統計データを収集します。

このデータは、セッションが進行中の場合のみポーリングされます。
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• Interface Statistics ポーリング間隔：Prime Collaboration は、ネットワーク デバイス インターフェ

イスに関するデータを収集します。データとしてインターフェイスのステータス、使用率、エラー

などがあります。Interface プロファイルは SNMP を使用してデバイスをポーリングします。

このプロファイルは、自動または手動でトラブルシューティング ワークフローがトリガーされた

ときにだけ使用されます。

• Flow Statistics ポーリング間隔：Prime Collaboration は、mediatrace および HTTP を使用して、

ネットワーク デバイスからパケット フロー関連のデータを収集します。ポーリングは、

Cisco Mediatrace がネットワーク デバイスで有効な場合のみ実施されます。

このプロファイルは、自動または手動でトラブルシューティング ワークフローがトリガーされた

ときにだけ使用されます。

• Scheduled Session ポーリング間隔：Prime Collaboration は、HTTP（HTTPS）を使用して、管理

アプリケーションからスケジュール済みセッション データを収集します。

• Session ポーリング間隔：Prime Collaboration は、HTTP（HTTPS）を使用して、会議デバイスか

らマルチポイント（アドホックおよびスタティック）セッション データを収集します。

• Endpoint Registration ポーリング間隔：HTTP を使用して、コールおよびセッション制御デバイス

から TelePresence および IP フォン登録データを収集します（RIS も Cisco Unified CM に使用さ

れます）。

• Ad hoc Session ポーリング間隔：コールおよびセッション制御デバイスからポイントツーポイント

およびマルチサイト セッション データを収集します。Prime Collaboration は JTAPI for Cisco 
Unified CM および HTTP for Cisco VCS を使用します。

Reachability：管理対象デバイスが到達可能かどうかを確認するため、ICMP ping 動作が実行されま

す。ポーリングが 3 度連続して失敗すると、到達不能通知が生成されます。この通知のために到達不能

アラームがトリガーされます。

初回のディスカバリ中に実行された ICMP ping 動作は、デバイスのアクセシビリティを確認します。

ポーリングの間に実行される ICMP ping 動作は、管理対象デバイスの到達可能性を確認します。この

ポーリングは、ネットワーク デバイスを除くすべての管理対象デバイスで 2 分ごとに実行されます。

会社のビデオ セッションの頻度およびタイプ（アドホックまたはスケジュール済み）に基づいて、

ポーリング間隔を定義する必要があります。

（注） エンドポイントと IP フォンのステータスが、[Endpoint Monitoring] ページで不整合になる場合があり

ます。これは、エンドポイントが 5 分ごとにポーリングされる（デフォルト）のに対し、コールおよび

セッション制御デバイスは 15 分ごとにポーリングされる（デフォルト）からです。ポーリングが完了

すると、エンドポイントと IP フォンのステータスが一致します。

ポーリングされたデータは、事前定義されたしきい値と比較されます。しきい値を超えた場合、または

値が許容レベルを下回っている場合、Prime Collaboration は適切なイベントを生成します。しきい値

設定の詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management Guide』を参照してくださ

い。

音声エンドポイントのポーリング パラメータの設定

ポーリング パラメータの設定の作業は次のとおりです。

• 「ポーリング パラメータの設定」（P.7-3）

• 「SNMP ポーリングの設定」（P.7-5）

• 「ポーリング プライオリティの設定」（P.7-6）
7-2
Cisco Prime Collaboration 9.0 デバイス管理ガイド

OL-27260-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html


 

 第 7 章      デバイスのポーリング
グループのポーリング値を定義できます。デバイスは、システム定義またはユーザ定義のグループに属

することができます。グループは、[Device Group] から同期されます。デバイスは、複数のグループ

に属することができ、固有のポーリング設定があります。 高のポーリング プライオリティのグルー

プは「優先グループ」となります。

（注） [Polling Parameters] ページでグループを作成することはできません。グループは、[Device Group]  か
ら同期されます。詳細については、「デバイス グループ セレクタ」（P.5-4）を参照してください。

たとえば、あるデバイスが Cisco Unified CM グループおよび音声ゲートウェイ グループに属している

場合は、ポーリング グループのプライオリティ階層に注目します。Cisco Unified CM ポーリング グ
ループのプライオリティが 高である場合は、そのデバイスは Cisco Unified CM ポーリング グループ

に従ってポーリングされます。詳細については、「ポーリング プライオリティの設定」（P.7-6）を参照

してください。

ポーリング パラメータ ページにデバイス グループ セレクタ ペインが表示されます。更新するグルー

プを選択できます。デバイス グループ セレクタの詳細については、「デバイス グループ セレクタ」

（P.5-4）を参照してください。

Prime Collaboration には、ポーリング パラメータのデフォルト設定が定義されています。デフォルト

設定を使用することも、編集することもできます。また、いつでもデフォルト設定に戻すことができま

す。

多くの場合は、ポーリング パラメータにデフォルト設定を使用することを推奨します。ただし、デバ

イス グループの重要性によっては、次のいずれかの目的を達成するために、ポーリング間隔を長くま

たは短くすることができます。

• ポーリング対象デバイスへの影響を 小限に抑える。

• 収集データの精度を上げる。

さらに、次の情報を考慮に入れてしきい値を調整することにより、デバイスのパフォーマンスと使用率

を改善することができます。

• IP ファブリック内のデバイスのロケーション

• リソースの制約

しきい値設定の詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management Guide』を参照し

てください。

ポーリング パラメータの設定

ポーリング パラメータ設定を変更したときに、変更はそのデバイスだけではなく、グループ全体に適

用されます。[Polling Parameters] ページを開くには、[Administration] > [System Setup] > [Polling & 
Threshold] > [UC Polling Settings] を選択します。

表示または編集するグループを選択できるデバイス グループ セレクタが表示されます。デバイス グ
ループを選択する方法については、「デバイス グループ セレクタ」（P.5-4）を参照してください。

Polling Parameters ページから、次の作業を行うことができます。

• 「ポーリング パラメータの表示」（P.7-4）

• 「ポーリング パラメータの編集」（P.7-4）

• 「デフォルト ポーリング パラメータの復元」（P.7-5）
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ポーリング パラメータの表示

特定のデバイス グループのポーリング設定を表示するときは、そのデバイス グループのメンバである

デバイスが表示され、ポーリング パラメータのデフォルト値と現在の値も表示されます。複数のグ

ループに属しているデバイスは、優先グループのポーリング設定を使用します。

インターフェイスとポートのポーリングは、デバイス レベルで制御されます。つまり、スイッチは特

定のポーリング設定を持ち、その設定によってスイッチのポートがいつポーリングされるかが決まりま

す。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling & Threshold] > [UC Polling Settings] を選択します。

ステップ 2 ポーリング パラメータを設定できるデバイス グループを選択します。通常、これはサブグループを含

まないデバイス グループです。

ステップ 3 [View] をクリックします。別のウィンドウに Polling Parameters レポートが開きます。

ステップ 4 ポーリング パラメータを確認したら、ウィンドウを閉じます。

ポーリング パラメータの編集

Prime Collaboration のポーリング パラメータを編集する場合は、個々のデバイスではなく、デバイス 
グループに関連付けられている設定を編集します。ポーリング パラメータ（およびしきい値とプライ

オリティ）に対するすべての変更を終了したら、すべての変更を適用します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling & Threshold] > [UC Polling Settings] を選択します。

ステップ 2 ポーリング パラメータを設定できるデバイス グループを選択します。

通常、これはサブグループを含まないデバイス グループです。

ステップ 3 [Edit] をクリックします。

Polling Parameters: 編集ページが表示されます。

（注） HighPortUtilization イベントを見るユーザがパフォーマンス ポーリングをイネーブルにするに

は、[Polling Enabled for Voice Utilization Settings] を選択します。

ステップ 4 すべてのパラメータを編集するには、パラメータ タイプごとに次の手順を繰り返します。

a. パラメータ タイプを選択します。

b. 各設定のパラメータを適切に変更します。

一部のフィールドは、グレー表示されているため編集できません。

ステップ 5 次のいずれかを実行して、設定を保存します。

• [Save] をクリックします。

変更がデータベースに保存されます。

または、

[Cancel] をクリックします。

[Polling Parameters: Edit] ダイアログボックスが閉じます。

変更内容は、適用するまで有効になりません。

ステップ 6 [Apply] をクリックします。
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設定が保存され、[Polling Parameters: Edit] ダイアログボックスが閉じ、システムに変更が適用されま

す。

ステップ 7 確認のダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

デフォルト ポーリング パラメータの復元

次の手順を使用して、デバイス グループのすべてのパラメータ設定をデフォルト値に戻すことができ

ます。一部の機能または設定だけを復元する場合は、「パラメータ タイプのポーリング設定」（P.7-7）
を参照してください。

はじめる前に

デフォルト ポーリング設定を適用する前に確認するには、デバイス グループの [Polling Parameter 
Summary] を表示します。「ポーリング パラメータの表示」（P.7-4）を参照してください。  現在の設定

がデフォルト設定と共に表示されます。

デフォルトのポーリング パラメータを復元するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling & Threshold] > [UC Polling Settings] を選択します。

ステップ 2 ポーリング パラメータを復元できるデバイス グループを選択します。

通常、これはサブグループを含まないデバイス グループです。

ステップ 3 [Restore Default Settings] をクリックします。

確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Yes] をクリックします。

設定はデータベースに格納されますが、まだ IP ファブリックに適用されていません。

デバイスの優先ポーリング グループの表示 
デバイスの優先グループを識別するには、Polling Parameter レポートまたは Thresholds レポートを使

用します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling & Threshold] を選択します。

ステップ 2 優先ポーリング グループを表示するには、[UC Polling Settings] を選択します。

デバイスには、さまざまな優先ポーリング グループおよびしきい値グループを設定できます。

ステップ 3 デバイスがメンバになっているデバイス グループを選択し、[View] をクリックします。

適切なレポートが開きます。

ステップ 4 関心のあるデバイスを見つけ、[Overriding Group] カラムを参照します。

SNMP ポーリングの設定

SNMP クエリーが時間内に応答しない場合は、Prime Collaboration がタイムアウトします。Prime 
Collaboration は、ユーザが指定した回数だけデバイスへのアクセスを再試行します。リトライ回数を

重ねるごとにタイムアウト期間が倍になります。
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たとえば、タイムアウト値が 4 秒で、再試行値が 3 秒の場合は、Prime Collaboration は 4 秒間待って

から 1 回目の再試行を実行し、8 秒間待ってから 2 回目の再試行を実行し、16 秒間待ってから 3 回目

の再試行を実行します。

SNMP のタイムアウトと再試行値は、グローバル設定です。次のように値を変更します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling & Threshold] > [UC Polling SNMP Configuration] を選択

します。

ステップ 2 新しい SNMP のタイムアウト設定を選択します。デフォルトは 4 秒です。

ステップ 3 新しいリトライ回数の設定を選択します。デフォルトの試行回数は 3 回です。

ステップ 4 [Apply] をクリックしてから、確認のために [Yes] をクリックします。

ポーリング プライオリティの設定 
1 つのデバイス グループが複数の優先ポーリング グループを持つことができます。

デバイス ポーリング グループのプライオリティを設定できます。

プライオリティを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [Polling and Threshold] > [UC Polling & Threshold Priority 
Setting] を選択します。

[Setting Priorities: Queue] ページが表示され、グループがプライオリティ順に示されます。デバイスに

は、さまざまな優先ポーリング グループおよびしきい値グループを設定できます。

ステップ 2 ポーリング設定のための [Polling groups] の [Device Polling Groups] オプション ボタンを選択します。

しきい値のプライオリティ設定については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management Guide』
を参照してください。

ステップ 3 必要に応じてグループを並べ替えます（グループがリストの上に近づくほど、プライオリティが高くな

ります）。

a. グループを選択します。

b. [Up] ボタンまたは [Down] ボタンを使用して、グループを上または下に移動します。

ステップ 4 [Save] をクリックします。

これで、変更がデータベースに保存されました。

ステップ 5 [Apply] をクリックします。変更は、Prime Collaboration に適用するまで有効になりません。

デバイスの優先グループを見つけるには、デバイスが属している任意のデバイス グループを選択し、

Polling Parameters レポートを表示します。

（注） • ポーリングとしきい値の設定を調整した後で、変更を適用する必要があります。これで、その変更

が Prime Collaboration で使用されるようになります。変更を保存すると、選択したグループの

ポーリングが Prime Collaboration によって設定されます。変更が適用されると、Prime 
Collaboration はグループ プライオリティに基づいてグループ メンバーシップを再計算し、新しい

ポーリングとしきい値の設定を使用してデバイスから情報を収集します。
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• 複数のページのポーリング パラメータを更新する場合に、変更をそのつど適用する必要はありま

せん。[Apply] をクリックするのは、すべてのページを更新した後に 1 回だけでかまいません。

パラメータ タイプのポーリング設定

デバイスのポーリングに関しては、次の 3 つのパラメータ タイプがあります。

• 「Data Settings：ポーリング」（P.7-7）

• 「Voice Health Settings：ポーリング」（P.7-7）

• 「Voice Utilization Settings：ポーリング」（P.7-7）

Data Settings：ポーリング

[Data Settings] では、デバイスの到達可能性、環境、ポートとインターフェイス、およびプロセッサと

メモリの使用率に対するポーリングをイネーブルにします。

（注） • 音声対応のポートおよびインターフェイスに対するポーリングは、Voice Health Settings によって

制御されます。

• ユーザ定義グループに対するポーリングは、デフォルトでディセーブルです。ユーザ定義グループ

に対するポーリングをイネーブルにするには、「パラメータ タイプのポーリング設定」（P.7-7）を

参照してください。

Voice Health Settings：ポーリング

Voice Health Settings では、音声対応のデバイス、デバイス プール、ポート、インターフェイス、およ

び Cisco Unified Communications Applications に対するポーリングを制御します。収集されるデータ

は、Cisco Unified CM クラスタの接続性、メディア コンバージェンス サーバ（MCS）および音声ゲー

トウェイ上のプロセッサとメモリの使用率などです。

（注） ユーザ定義グループに対するポーリングは、デフォルトでディセーブルです。ユーザ定義グループに対

するポーリングをイネーブルにするには、「パラメータ タイプのポーリング設定」（P.7-7）を参照して

ください。

Voice Utilization Settings：ポーリング

Voice Utilization Settings では、パフォーマンス ポーリングを制御します。パフォーマンス ポーリング

は、サポートされているデバイスから、使用率と容量計画のデータを収集します。

パフォーマンス ポーリングはデフォルトでディセーブルになります。

パフォーマンス ポーリングがイネーブルである場合、Prime Collaboration はパフォーマンスとキャパ

シティのデータを収集します。そのデータは、次のように処理されます。

• パフォーマンス グラフの形式でモニタリング ダッシュボードからアクセスできる。

• さらに分析するために、ディスク上のデータ ファイルに格納される。

• Voice Utilization Settings しきい値に対して測定される。

しきい値違反が発生すると、Prime Collaboration は、アプリケーション内、インターフェイス上、

またはデバイス上でのパフォーマンスと容量の問題に関するイベントを生成します。たとえば、デ

バイスのポート、チャネル、およびリソースの高使用率などがあります。
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詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management Guide』を参照してください。
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SRST の設定

一般的に、Cisco Unified Communications Manager にアクセスできなくなった場合の Survivable 
Remote Site Telephony（SRST）を目的としてブランチ オフィス ネットワークが設定されます。Cisco 
Unified CM がアクセス不可能のときに、IP フォンのコール処理を継続するには、ローカルで設定され

た SRST ルータが必要です。

次のいずれかの状況が発生した場合、電話機は SRST モードに入ります。

• 中央サイトの Cisco Unified CM への WAN リンクがダウンした

• Cisco Unified CM への接続が失われた

SRST を利用すると、ブランチ オフィスの電話機は、WAN リンクが稼働し始めるか電話機が再び 
Cisco Unified CM に登録できるようになるまでの間も機能できます。

Prime Collaboration によって SRST モードの電話機が表示されて、関連イベントが生成されるように

するには、テスト設定を指定する必要があります。この中で、Prime Collaboration によるテストの対

象となる SRST コンポーネントを指定します。

Prime Collaboration は次の処理を実行します。

• （中央の Cisco Unified Communications Manager サイトの）発信元ルータ上に IP SLA ジッタ テス

トを設定する。ジッター テストは発信元ルータから実行され、宛先 SRST ルータ（ブランチ オ
フィスにある）の到達可能性を検出します。

• ジッタ テストが失敗した場合に SRSTEntered イベントを生成する。これは、WAN リンクのダウ

ンに対応して行われます。SRSTEntered イベントおよび SRSTSuspected イベントの詳細について

は、『Supported Events for Prime Collaboration』を参照してください。

• 電話レポートに SRST モードの Cisco Unified IP Phone のリストを表示する。『Cisco Prime 
Collaboration 9.0 Network Monitoring, Reporting, and Diagnostics Guide』の「SRST Test」を参

照してください。

SRST テストの要件

SRST テストを設定するには、送信元ルータを選択してから、宛先ルータを設定する必要があります。

• 次のパスが同じになるように発信元ルータを選択します。

– 中央サイトの Cisco Unified CM への IP フォン TCP キープアライブ メッセージのパス

– IP SLA ジッタ テスト パケットのパス

できる限り Cisco Unified CM の近くにある発信元ルータを選択することを推奨します。

• SRST 宛先ルータ上で Cisco IOS IP SLA（IP SLA）Responder をイネーブルにします。
A-1
e Collaboration 9.0 デバイス管理ガイド

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/products_user_guide_list.html


 

付録 A      SRST の設定

  
宛先ルータ上で IP SLA Responder をディセーブルにすると、スプリアス SRSTEntered イベントが

発生する可能性があります。詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 Fault Management 
Guide』を参照してください。

SRST テストの設定

次のことを設定できます。

• 1 つの SRST テストを Prime Collaboration ユーザ インターフェイスのさまざまな起動ポイントか

ら起動する。レポート（[Deploy] > [Interactive Reports] > [Audio/Phone Lines]）から単一の電話

機を選択すると、SRST テストを起動できます。詳細については、『Cisco Prime Collaboration 9.0 
Network Monitoring, Reporting, and Diagnostics Guide』の「SRST Test」を参照してください。

• 複数の SRST テストを 1 つのシード ファイルからインポートする。「SRST テスト設定のインポー

ト」（P.A-5）を参照してください。 

SRST 情報をインポートすると、Prime Collaboration によって、シード ファイルから新しい設定が追

加され、編集済みの既存の設定が更新されます。既存の設定を解除するには、その設定を削除する必要

があります。「SRST テスト設定の削除」（P.A-6）を参照してください。

SRST テスト設定をインポートする前に、次のことを確認してください。

• 新情報が反映された、フォーマットされたシード ファイルがある。SRST テスト設定のインポー

トの詳細については、「シード ファイルのフォーマット」（P.A-2）を参照してください。

• インポート前に、そのエンドポイントが Prime Collaboration によってモニタされていることを確

認します。

シード ファイルのフォーマット

/opt/CSCOpx/ImportFiles ディレクトリにあるシード ファイルから SRST テスト設定をインポートでき

ます。root ユーザとしてログインする必要があります。このディレクトリにアクセスできない場合は、

Cisco Prime Collaboration がインストールされているサーバのローカル管理者に連絡してください。

Prime Collaboration は、2 つのシード ファイル形式をサポートしています。

• 優先形式については、表 A-1 を参照。通常は、この形式を使用する必要があります。

• サポートされている別の形式については、表 A-2 を参照。

シード ファイルを正しくフォーマットするには、次のことを実行します。

• シード ファイルの中で、 大 256 個のテスト設定を指定します（1 行に 1 つのテスト設定）。

256 個を超えるテスト設定を指定すると、Prime Collaboration によって超過のテスト設定が廃棄さ

れます。

• 各テスト設定について、次の情報を指定します。

– 名前

– 発信元ルータと宛先ルータの固有の組み合わせ

– 大 48 個の電話機

48 個を超える電話機を指定すると、Prime Collaboration によって超過の電話機が廃棄されます。

– 表 A-1（または表 A-2）に示しているすべてのカラムの情報（カンマ（,）で区切る）
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例 A-1 は、シード ファイルのサンプルを示しています。

例 A-1 優先形式の SRST シード ファイルのサンプル 

SRST2,10.76.34.194,public,private,admin,admin,10.76.34.222,public,private,0009e847060e:00049afc920b,
4013:4017,30,30,20

表 A-1 SRST シード ファイル：優先形式

カラム

番号 説明

1 SRST テスト設定名：固有である必要があります。

2 発信元ルータの IP アドレスまたは DNS 名：発信元ルータと宛先ルータ（カラム 5）の組

み合わせは固有である必要があります。

3 発信元ルータのリード（read）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のリード（read）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

4 発信元ルータのライト（write）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のライト（write）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

5 ユーザ名：発信元ルータのユーザ名を入力します（SNMPV3 クレデンシャルを提供する

場合）。

6 パスワード：発信元ルータのパスワードを入力します（SNMPV3 クレデンシャルを提供

する場合）。

7 SRST 宛先ルータの IP アドレスまたは DNS 名：発信元ルータ（カラム 2）と宛先ルータ

の組み合わせは固有である必要があります。

8 SRST 宛先ルータのリード（read）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のリード（read）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

9 SRST 宛先ルータのライト（write）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のライト（write）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

10 SRST 宛先ルータに関連付けられた IP 電話機の内線電話番号。コロン（:）で区切ります。

11 SRST 宛先ルータに関連付けられた IP 電話機の MAC アドレス。コロン（:）で区切りま

す。

MAC アドレスは、内線電話番号（カラム 10 を参照）に対応する順序に並べる必要があり

ます。

12 ポーリング間隔：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 30 秒（ 小値）。

13 インターパケット間隔（ミリ秒）：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 30 ミリ秒（ 小値）。

14 各ポール設定のパケット数：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 10 パケット（ 小値）。
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例 A-2 は、シード ファイルのサンプルを示しています。

例 A-2 二次的にサポートされている形式の SRST シード ファイルのサンプル

Test1,10.76.34.194,public,private,10.76.34.218,public,private,0009e8470515:00075079c2da,40

15:1016,30,30,10

インポート前のデバイスがモニタされていることの確認

SRST テスト設定をインポートする前に、次のデバイスが Prime Collaboration によってモニタされて

いることを確認してください。

• 中央サイトで Cisco Unified Communications Manager を実行するメディア サーバ （リモート サ
イトの電話機は、この Cisco Unified Communications Manager に登録されています）。

• リモート サイトの電話機が接続されているスイッチ。

• 発信元ルータと宛先ルータ。

表 A-2 SRST シード ファイル：二次的にサポートされている形式

カラム

番号 説明

1 SRST テスト設定名：固有である必要があります。

2 発信元ルータの IP アドレスまたは DNS 名：発信元ルータと宛先ルータ（カラム 5）の組み

合わせは固有である必要があります。

3 発信元ルータのリード（read）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のリード（read）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

4 発信元ルータのライト（write）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のライト（write）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

5 SRST 宛先ルータの IP アドレスまたは DNS 名：発信元ルータ（カラム 2）と宛先ルータの

組み合わせは固有である必要があります。

6 SRST 宛先ルータのリード（read）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のリード（read）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

7 SRST 宛先ルータのライト（write）コミュニティ ストリング。

このデバイス用のライト（write）コミュニティ ストリングが DCR にない場合、Prime 
Collaboration はこのストリングで DCR をアップデートします。

8 SRST 宛先ルータに関連付けられた IP 電話機の MAC アドレス。コロン（:）で区切りま

す。

9 SRST 宛先ルータに関連付けられた IP 電話機の内線電話番号。コロン（:）で区切ります。

内線電話番号は、MAC アドレス（カラム 8 を参照）に対応する順序に並べる必要がありま

す。

10 間隔指定のサンプル：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 30 秒（ 小値）。

11 インターパケット間隔（ミリ秒）：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 30 ミリ秒（ 小値）。

12 各ポール設定のパケット数：デフォルト (!{[NOVALUE]}!) = 10 パケット（ 小値）。
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SRST テスト設定のインポート

SRST テストを設定するときに、指定したテスト設定名に基づいて、新しい SRST テスト設定が追加さ

れるか、既存の SRST テスト設定が更新されます。また、必要に応じて、発信元ルータ上で IP SLA 
ジッター テストが作成または更新されます。

SRST 情報をインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] > [SRST Import] を選択します。

ステップ 2 [SRST Import] ページで、シード ファイルの名前を [Filename] フィールドに入力し、[OK] をクリック

します。

Cisco Prime Collaboration によって、シード ファイル内のデータの構文と形式が正しいことが確認さ

れます。

シード ファイルにエラーがある場合は、エラーのダイアログボックスが表示されます。

• 詳細については、/opt/CSCOpx/ImportFiles/ の srst_import.log ファイルを確認してください。

• シード ファイル内の問題を解決してから、SRST 情報を再びインポートします。

ステップ 3 シード ファイルが正しい場合は、情報のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

Prime Collaboration によって、ルータに到達できることが確認されてから、ルータ上に IP SLA ジッ

ター テストが作成されます。これには少し時間がかかることがあります。

ステップ 5 \logs\itemlogs\srst にある srst_test_creation_results.log ファイルを調べて、すべての IP SLA ジッター 
テストが正常に作成されたことを確認します。

root ユーザとしてログインする必要があります。このディレクトリにアクセスできない場合は、Prime 
Collaboration サーバのローカル管理者に連絡してください。

IP SLA ジッタ テストが正常に作成されなかった場合は、次の手順に従います。

a. ログ ファイルを使用して、問題を特定します。

b. インポート ファイルを修正して、ステップ 1 に戻り、SRST 情報を再びインポートします。

SRST テスト設定の表示と削除

既存の SRST テスト設定を解除するには、そのテスト設定を削除する必要があります。「SRST テスト

設定の削除」（P.A-6）を参照してください。

ネットワークの SRST 構成を変更した後は、必ず SRST 設定を編集してください。たとえば、IP フォ

ンの MAC アドレスまたは内線番号を変更した場合は、SRST 設定値を再設定する必要があります。
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SRST テスト設定の表示

SRST テスト設定のステータスを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [System Setup] を選択します。

ステップ 2 [SRST] ドロップダウン リストから、[SRST] > [SRST Operations] を選択します。

[SRST Operations] ページに、表 A-3 に示す情報が表示されます。

SRST テスト設定の削除

Prime Collaboration のデバイス インベントリから IP SLA ルータを削除すると、関連付けられている

すべての SRST テスト設定が自動的に削除されます。「デバイスの削除」（P.6-20）を参照してくださ

い。ここでは、1 つまたは複数の SRST 設定を削除する方法について説明します。

ステップ 1 1 つまたは複数の SRST テスト設定を削除するには、[Administration] > [System Setup] > [SRST] > 
[Operations] を選択します。

ステップ 2 [SRST Operations] ページで、次の任意の項目を選択します。

• テーブル見出しのチェックボックス：オンにすると、すべての SRST テスト設定が削除されます。

• 1 つまたは複数の個別のチェックボックス：削除する SRST テスト設定を個別に選択します。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

確認のダイアログボックスが表示され、削除を続行するかどうか尋ねられます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

表 A-3 SRST テストのフィールドの説明

フィールド 説明

Test Name SRST 設定名

Source Router IP SLA テストが作成されている中央サイトの

ルータ。

Destination Router 事業所のルータ。

Status • [Active]：SRST 設定は設定どおりに動作し

ています。

• [Pending]：[Delete] をクリックした後、

SRST 設定が一時的に過渡状態になっていま

す。

発信元ルータでデバイス モニタリングが一時停

止されると、関連付けられているすべての SRST 
テスト設定も一時停止されます。
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