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概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Management Suite（TMS）の電話帳に関する問題
をトラブルシュートする方法について説明します。

前提条件

要件



次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco TMS●

Cisco TelePresence エンドポイント●

Microsoft Internet Information Services（IIS）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco TMS バージョン 14.x および 15.x●

TC および CE ソフトウェア エンドポイント●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

関連製品

このドキュメントは、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

Cisco TelePresence エンドポイント MX シリーズ、Cシリーズ、SX シリーズ、EX シリーズ
、余地 キット デバイスおよび MXPs

●

Cisco Jabber Video for TelePresence（Movi）●

背景説明

TMS 電話帳はどのプロトコルがに基づいて Microsoft Windows サーバの IIS で HTTP または
HTTPS の使用 有効に なるかとアクセス可能です。 システムは TMS に電話帳（社内 ディレクト
リ）を得るために追加する必要があります。 より新しいシステムに関しては、電話帳検索はライ
ブ通信であり、データはシステムで保存されません。 TMS はアップであり、電話帳がはたらく
ことができるように接続を許可する必要があります。

TMS 電話帳ディレクトリ

グローバル なディレクトリ

グローバル なディレクトリはエントリが遠隔制御装置で変更することができないコーデックで保
存されるファイルです。 ファイルは Cisco TMS の 1つ以上の電話帳を定期講読するすべてのエン
ドポイントに HTTP/HTTPs によって送信されます。 複数の電話帳は 1 冊の電話帳にマージされ
ます。 それらは 400 以上のエントリが含まれている場合、最初の 400 だけがエンドポイントで
示されています。

ファイルは管理ツール > 設定 > 全般設定 > 電話帳アップデート 周波数 フィールドで設定 される
間隔のエンドポイントに送信されます。

これは globdir.prm をサポートするエンドポイントでだけ動作します（TC または CE ソフトウェ
アでエンドポイント サポートされない）。



Corporate Directory

社内 ディレクトリはエンドポイントが毎回エンドポイントの電話帳ボタンが押されるサーバから
電話帳を直接取得するようにする Cisco TMS サーバの XML サービスです。 それは各エントリの
電話帳および複数の電話番号の階層を可能にします。 社内 ディレクトリはまた捜せます。

システム電話帳型

管理ツール > 設定 > 全般設定への移動システム電話帳型を選択するため。 できます:

中央集中型 TMS 電話帳だけを使用して下さい（団体電話帳）●

使用して下さい中心にされ、ダウンロードされた電話帳（両方とも）●

システムだけにダウンロードされるグローバル な電話帳を使用して下さい（グローバル な電
話帳）

●

Cisco はダウンロードされた電話帳がレガシー TANDBERG エンドポイントによってだけサポー
トされるので団体電話帳または両方とも選択することを推奨します。

社内 ディレクトリ ライブ検索失敗がもしグローバル なディレクトリを使用できるようにするデ
フォルト設定は両方です。

TMS 電話帳のために使用されるポート

エンドポイントはポート 80 （HTTP）またはポート 443 （HTTP）との TMS 電話帳サービスに
アクセスします。 これらのポートがパスにあるかもしれない Microsoft Windows サーバ ファイア
ウォールおよびネットワーク ファイアウォールで許可されることを確認して下さい。

エンドポイント電話帳サーバコンフィギュレーション

システムが TMS に追加されれば、フィードバック アドレス、外部管理 アドレスおよび電話帳ア
ドレスが含まれている一組の管理設定を受け取る必要があります。 システムのアドレスはシステ
ムの Webインターフェイスから、xAPI （xConfiguration //phonebook）、またはシステムのユー
ザインターフェイスから確認することができます。

エンドポイントに押し出されるアドレスは設定されるものがによって管理ツール > 設定 > 内部
LAN のシステムの高度なネットワーク設定の下のネットワーク設定の TMS で確認されます。
TMS サーバ IPv4 Address フィールドが設定されればおよび TMS サーバ完全修飾 Hostname
Field が空 なら、IP アドレスは使用されます、フィールドが両方ともデータ入力されれば、完全
修飾ドメイン名 （FQDN）は好まれ、使用されます。



電話帳 URL をチェックするとき、<TMSaddress> が FQDN または IP アドレスである場合注意す
ることは重要です。 それが FQDN である場合、エンドポイントはまた設定される有効な Domain
Name Server （DNS）がなければなりません。 DNS がエンドポイントで設定されない場合、電
話帳を取得するために FQDN を解決ことはできません。 DNS を確認するためにステップについ
てはチェック エンドポイント DNS コンフィギュレーションセクションを参照して下さい。

注: IP アドレスが正しいことを確かめて下さい。 時々顧客は 1 サーバから別のものに最近
TMS を移動してしまいました、彼らに別のラボ TMS があります、または不正な TMS はあ
るかもしれません。

Webインターフェイスとアドレスを確認して下さい

エンドポイントの Webインターフェイスの中では、Configuration > System 設定 > 電話帳サーバ
にナビゲートして下さい。 電話帳設定が正しいことを確認して下さい。 何よりも大事なことは、
URL はこの形式を一致する必要があります: http://
<TMSaddress>/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx。

セキュア シェル（SSH）とアドレスを確認して下さい

ここに SSH とアドレスをどのように確認するかです:

xConfiguration //phonebook

*c xConfiguration Phonebook Server 1 ID: "default"

*c xConfiguration Phonebook Server 1 Type: TMS

*c xConfiguration Phonebook Server 1 URL: "http://<TMSaddress>/tms/public/external/

phonebook/phonebookservice.asmx"

エンドポイントからのテスト電話本要求

接続を判別する最も速い方法は admin 資格情報を使用してエンドポイントに SSH にあり、次の
コマンドを実行します:

xcommand 電話帳検索電話帳型: 企業

機能シナリオでは、これはエンドポイントに割り当てられた電話帳の数によって 2 つの結果の 1
つを、返します。

1 冊の電話帳:



複数の電話帳が適用する場合、結果は代りに電話帳フォルダをリストします:

このコマンドはまた接続上の問題を識別したものです。 例として:

電話帳が TMS のエンドポイントに割り当てられなければ:●

電話帳サービスに連絡することが不可能:●

ホスト サーバー TMS の IIS に認証の設定問題があれば:

場合「http か https:// <TMSFQDN>/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx で指
す」。 可能性のある DNS 解決問題がある場合示します:



エンドポイント DNS 設定をチェックして下さい

SSH と DNS 設定をチェックして下さい

Webインターフェイスと DNS 設定をチェックして下さい

エンドポイントの Webインターフェイスの中では、Configuration > System 設定 > ネットワーク
にナビゲートして下さい。

電話帳サービスが到達可能だったかどうか確認して下さい

ユーザ PC から、これらのステップを完了して下さい:

エンドポイントの中では、Configuration > System 設定 > 電話帳サーバにナビゲートし、エ
ンドポイントで設定される TMS 電話帳 URL をコピーして下さい。

1.

ブラウザウィンドウに URL を貼り付けて下さい。2.



イメージで示されているページを見る場合電話帳サービスが到達可能であることを意味しま
す。 このページを見ない場合、テストするコンピュータにアドレスにアクセスするネット
ワーク制限がないことを確認して下さい。

不正の見る場合、この資料で更に説明されている IIS においての問題があるかもしれません
。

エンドポイントのルートから、入力して下さい: http:// <TMS IP アドレス
>/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx をカールして下さい

TMS 電話帳および電話帳出典

すべての TMS 電話帳は電話帳出典の構築されます。

電話帳に > 電話帳出典を管理するためにどうにかして電話帳出典を行って下さい。

現在 TMS 電話帳出典はから成っています:



Cisco TMS エンドポイント●

手動リスト●

Active Directory●

H.350 ディレクトリおよび H.350 ユーザ ディレクトリ●

ファイル ベース電話帳●

ゲートキーパー●

他の TMS 電話帳●

Cisco TMS プロビジョニング ディレクトリ●

システム ローカル電話帳●

Cisco は Cisco Unified CM を TMS 管理しました●

電話帳出典が作成されたら、電話帳にそれを接続します。 ために出典を接続する電話帳は電話帳
デバイスのセットです。 複数の電話帳出典に複数の電話帳を接続できます



連絡先および電話帳がシステムで設定 されることを確認して下
さい

連絡先を確認して下さい

電話帳出典をチェックし、連絡先および連絡先メソッドがあることを確認して下さい。

電話帳が電話帳出典に接続される確認し、同じ連絡先および連絡先メソッドがあることを確認し
て下さいことを。 ために出典を接続する電話帳は電話帳デバイスのセットです。

注: エンドポイントは Jabber Video for TelePresence（Movi） （Movi）読み込まれるもの
が電話帳で、ない電話帳出典見。 2 間の違いのためにアラートでであって下さい。

システムで設定 される電話帳

電話帳をシステムで設定 されるために確かめて下さい。 電話帳に > 管理します電話帳を > 選択
し、電話帳をシステムで『Set』 を選択 します行って下さい。

システムのリストは指定システムの下で右で現われます。



Jabber Video for TelePresence（Movi） （Movi）および電話帳

注: クライアントは電話帳を受け取るために認証する必要があります。 それが登録する
VCS/Expressway ゾーンは認証されるようにチェック 資格情報または使用例である必要が
あります。

ユーザは VCS/Expressway シリーズによっておよびない TMS から電話帳を受け取ります。 

アクセス制御

取引グループは電話帳にそれを検索するためにアクセスコントロールを与える必要があります。

トップレベルがチェックされても、それを拡張し、中段がチェックされることを確認して下さい
。 新しいユーザだけ電話帳を受け取らない場合、それは可能性のあるですアクセスコントロール
タブの内でチェックされない新しいグループの一部です。



提供設定

TMS システム > プロビジョニング > Users では、ビデオ アドレス パターンが設定されるこ
とを確認して下さい。

1.



（Movi） Jabber Video for TelePresence（Movi）割り当てられる電話帳サーバ URI 設定が
あるようにコンフィギュレーションテンプレートをユーザに確認して下さい。

2.

重複記入

接続された出典が同じ電話帳エントリが含まれていたらこれにより（Movi）クライアントと重複
記入はエンドポイントでまたは Jabber Video for TelePresence（Movi）現われます場合があるの
で単一電話帳に複数の電話帳を接続する場合用心深くであって下さい。

電話帳ルーティング

いくつかのエンドポイントが他のエンドポイントで見られるいくつかの電話帳エントリを得なか
ったらこの設定を理解しておいて下さい。

管理ツール > 設定 > 全般設定では、ルート電話帳エントリと呼ばれる設定があります。 YES は
デフォルト設定です、つまりダイヤルすることができることだけエンドポイントがアドレスを表
示することを意味します。 たとえば、H.323 だけエンドポイントで、ISDN 番号およびセッショ
ン開始プロトコル（SIP） アドレスは表示されません。 エンドポイントがダイヤル機能に関係な
く電話帳のすべてのアドレスおよび数を表示することを意味しません。

401 不正- IIS を解決して下さい

最もよくある電話帳問題の 1 つは IIS でミスコンフィギュレーションによって引き起こされてい
ます。 匿名認証はエンドポイントのための IIS のパブリック フォルダのために電話帳を取得でき
るために有効に する必要があります。 これが有効に ならない場合、エンドポイントはによって
提供することができない認証のために挑戦されます。

エンドポイントがエンドポイントに認証、SSH および xcommand 電話帳検索電話帳型が付いて
いる電話帳のクエリのために挑戦されたかどうか確認するため: 団体。 エンドポイントが認証の



ために挑戦される場合、このイメージに見られるように「<Authentication fail>」が（HTTP
code=401）表示されます。

IIS 設定をチェックして下さい

TMS サーバのリモート デスクトップ プロトコル（RDP）セッションを開いて下さい。1.

IIS マネージャを開いて下さい。2.

デフォルトのWebサイトを拡張して下さい。3.

TMS を拡張して下さい。4.

パブリックを選択して下さい。5.

選択して下さい6.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763170.aspx


まだあっていない場合匿名認証が有効に なる確認し、有効に して下さいことを。7.

ネットワーク キャプチャを使用して下さい

Wireshark の電話帳データを分析して下さい

電話帳検索は TMS が応答という結果にに応答し、検索を終る含まれている TMS がの電話帳サー
ビスに Search 要求からすべてがはたらく場合開始します。

エンドポイントが tcpdump をサポートする場合 TMS サーバまたはエンドポイントのトレースを
実行できます。 トレースが Webインターフェイスによってまたはユーザインターフェイスから
電話帳を実行し、アクセスするようにして下さい。 Search 要求が TMS サーバで入るのを見るは
ずです。

この TCP ストリームの後で、XML の 2 つのプライマリ コンポーネントが表示されます:

最初に、エンドポイントはそれ自身を、識別しますたとえば:

<Search>

<Identification> <SystemName>RoomKit</SystemName> <MACAddress>08:96:ad:5a:f4:f4</MACAddress>

<IPAddress>14.49.31.33</IPAddress> <IPAddressV6

type="Local">fe80::a96:adff:fe5a:f4f4</IPAddressV6> <ProductType>Cisco Codec</ProductType>

<ProductID>Cisco Webex Room Kit</ProductID> <SWVersion>ce9.9.0.3a4afe323b0</SWVersion>

<SerialNumber>FOC2108NFRA</SerialNumber> </Identification>

次に、要求の詳細が表示されます:

<CaseSensitiveSearch>false</CaseSensitiveSearch>

      <SearchPath/>

      <SearchString/>

      <SearchType>Free</SearchType>

      <Scope>SubTree</Scope>

      <MaxResult>50</MaxResult>

      <RangeInclusive>false</RangeInclusive>

    </Search>

<Note: 詳細値はなされた要求によって変更します。 上で要求は ssh コマンドを使用して「
xcommand 電話帳検索 PhonebookType なされました: 」endpoint.> から団体

TMS サーバからの応答は 200 OK であるはずです。 受け取る別のメッセージに基づいてさもな
ければ解決できます。

200 の OK 応答は TMS でエンドポイントに割り当てられた電話帳からの関連エントリが含まれ
ています。 上で要求では、エンドポイントに TMS で割り当てられた単一電話帳、およびこのよ
うに応答ながありました:

<SearchResponse xmlns="http://www.tandberg.net/2004/06/PhoneBookSearch/">

    <SearchResult>

        <Name />

        <Id />



        <Entry>

            <Name>HDX8000</Name>

            <Id>e_92750</Id>

            <Route>

                <CallType>384</CallType>

                <Protocol>H323</Protocol>

                <Restrict>Norestrict</Restrict>

                <DialString>hdx8000</DialString>

                <Description>hdx8000 (H.323)</Description>

                <SystemType>Polycom HDX 8000 HD</SystemType>

            </Route>

            <IsLast>false</IsLast>

            <IsFirst>true</IsFirst>

            <BaseDN />

            <SystemType>Polycom HDX 8000 HD</SystemType>

        </Entry>

        <Entry>

            <Name>SX10</Name>

            <Id>e_92749</Id>

            <Route>

                <CallType>384</CallType>

                <Protocol>SIP</Protocol>

                <Restrict>Norestrict</Restrict>

                <DialString>sx10@example.com</DialString>

                <Description>sx10@example.com (SIP)</Description>

                <SystemType>Cisco TelePresence SX10</SystemType>

            </Route>

            <IsLast>false</IsLast>

            <IsFirst>false</IsFirst>

            <BaseDN />

            <SystemType>Cisco TelePresence SX10</SystemType>

        </Entry>

        <NoOfEntries>7</NoOfEntries>

        <FolderExists>true</FolderExists>

    </SearchResult>

</SearchResponse>

電話帳要求および応答ログオン TMS

TMS 15.8 は機能およびすべての電話帳要求を記録 するために応答をもたらしました。 デフォル
トでこのロギングは無効に なりましたり 2 つの方法で有効に なることができます。

1. 「C:\Program ファイルに、デフォルトである web.config ファイルの修正によって
（x86)\TANDBERG\TMS\wwwTMS\Public\web.config" および修正することこのセクションを:

"偽 <logger name= " Tandberg.TMS.Phonebook.PhonebookRequestResponse」additivity= " >
<level value= 「Off」/>

変更して下さい」デバッグするために「OFF」から水平な値を「

2. これはまた TMS ログ 収集 ユーティリティを使用して次のチェックによってより簡単にするこ
とができます:



電話帳要求が TMS アプリケーションを見つければ、ログは書かれます。 このファイルのための
デフォルトのロケーションは「C:\Program ファイル
（x86)\TANDBERG\TMS\data\Logs\TMSDebug\log 電話帳要求response.txt"です

この出力の例:

Incoming Request

2020-01-08 09:30:54,856|PhoneBookService [ec3eaf80-f519-4573-9e68-3d98ab494d0b] REQUEST :

Identification = 14.49.31.33,Scope = SubTree,Start Time = 1/8/2020 9:30:54 AM,Start From Id =

"",End At Id = "",Max Result = 50,Search String = "",Search Path = "",Range Inclusive =

False,Case Sensitive Search = False,Search Type = Free,Starts With = "",

Outgoing Response

2020-01-08 09:30:55,121|PhoneBookService [ec3eaf80-f519-4573-9e68-3d98ab494d0b] RESPONSE :

14.49.31.33 <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Catalog

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"><Name /><Id

/><Entry><Name>HDX8000</Name><Id>e_92750</Id><Route><CallType>384</CallType><Protocol>H323</Prot

ocol><Restrict>Norestrict</Restrict><DialString>hdx8000</DialString><Description>hdx8000

(H.323)</Description><SystemType>Polycom HDX 8000

HD</SystemType></Route><Route><CallType>384</CallType><Protocol>H323</Protocol><Restrict>Norestr

ict</Restrict><DialString>1001</DialString><Description>1001

(H.323)</Description><SystemType>Polycom HDX 8000

HD</SystemType></Route><Route><CallType>384</CallType><Protocol>H323</Protocol><Restrict>Norestr

ict</Restrict><DialString>14.49.31.35</DialString><Description>14.49.31.35

(H.323)</Description><SystemType>Polycom HDX 8000

HD</SystemType></Route><IsLast>false</IsLast><IsFirst>true</IsFirst><BaseDN

/><SystemType>Polycom HDX 8000

HD</SystemType></Entry><Entry><Name>SX10</Name><Id>e_92749</Id><Route><CallType>384</CallType><P

rotocol>SIP</Protocol><Restrict>Norestrict</Restrict><DialString>sx10@example.com</DialString><D

escription>sx10@example.com (SIP)</Description><SystemType>Cisco TelePresence

SX10</SystemType></Route><IsLast>false</IsLast><IsFirst>false</IsFirst><BaseDN

/><SystemType>Cisco TelePresence

SX10</SystemType></Entry><IsLast>false</IsLast><IsFirst>false</IsFirst><NoOfEntries>7</NoOfEntri

es><FolderExists>true</FolderExists></Catalog>

これがパケット キャプチャで見られる POST および 200 OK に非常に類似したであることに注目



して下さい。 ただし、これは HTTP か HTTPS を使用するかどうか同じです。 HTTPS が使用さ
れる場合キャプチャが判読不可能である一方。
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