トレースを設定 し UCCE ログを集める方法
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概要
この資料に Cisco Unified Contact Center Enterprise （UCCE）、Cisco Finesse、Cisco カスタマ
音声ポータル（CVP）、Cisco UCCE 送信ダイヤラおよび Ciscoゲートウェイのトレースを設定
する方法を記述されています。

前提条件
要件
次の項目に関する知識が推奨されます。
●

●

●

●

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise（UCCE）
パッケージ コンタクトセンター エンタープライズ（PCCE）
Cisco Finesse
Cisco カスタマ 音声ポータル（CVP）
Cisco Virtualized Voice Browser （CVVB）
Cisco Unified Border Element （CUBE）
Cisco Unified セッション開始プロトコル（SIP） プロキシ（先端）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。
Cisco Finesse 11.5
CVP サーバ 11.5
Unified Contact Center Enterprise （UCCE） 11.5
Cisco Virtualized Voice Browser 11.5
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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。
●

●

●

●

設定をトレースし、収集 Finesse を記録 して下さい
クライアントをうまく解決して下さい
Finesse クライアント ログを集める複数のオプションがあります。
オプション 1： Send エラー レポートを使用してクライアント ログを集めて下さい。
ステップ 1.エージェントを記録 して下さい。

呼び出します。 技巧デスクトップの一番下右手隅の Send エラー レポート リンクをクリックするようにエージェント expereinces がコールまた
はメディア イベントの間のあらゆる問題、エージェントに指示すれば。

ステップ 3 エージェントは正常に送信 されるログが表示されるはずです! メッセージに応答します。
ステップ 4 クライアント ログは Finesse サーバに送信 されます。 管理 アカウントの https://x.x.x.x/finesse/logs およびログインにナビゲートして下さい。
ステップ 5. clientlogs/ディレクトリの下でログを集めて下さい。

オプション 2： 一定耐久性があるロギング
ステップ 1. https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog への移動。
ステップ 2.署名します耐久性があるロギングとクリックして下さい。

ステップ 3 Login ページ Cisco Finesse エージェントデスクトップは開きます。 エージェントを記録 して下さい。

ステップ 4 すべてのエージェントデスクトップ 相互対話は局部記憶装置ログに登録され、送信 されます。 ログ、移動を

内容をテキストファイルにコピーするため。 更なる分析のためのフ

https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog に集め、

ァイルを保存して下さい。
を探します。

注: 耐久性があるロギングに関する現存する警告があります。 耐久性があるロギングが有効
に なった後、informaltion は局部記憶装置ログに送信 されません。 CSCvf93030 -耐久性が
あるロギングはログをキャプチャしません。 前の Finesse 11.5(1) ES-2。 この警告および
それを固定するステップに関する詳細についてはアクセス
オプション 3： Webブラウザ コンソール
ステップ 1： エージェントがログオンした後、ブラウザ コンソールを開くために F12 を押して下さい。
ステップ 2. Console タブを選択して下さい。
ステップ 3.Check エラーのためのブラウザ コンソール。 内容をテキストファイルにコピーし、保存して下さい。

ステップ 4. Network タブを選択して下さい。
ステップ 5.の netwok 名前イベント右クリックし、内容との HAR を『Save As』 を選択 して下さい。

サーバをうまく解決して下さい
オプション 1： によってユーザインターフェイス（UI） - Web Sevices （必要な）および追加ロ

グ
ステップ 1. https://x.x.x.x/finesse/logs への移動および管理 アカウントのログイン。
ステップ 2.ディレクトリ webservices/を拡張して下さい

ステップ 3.最後の Web サービス ログを集めて下さい。 最後を解凍しますファイルを選択して下さい。 たとえば、デスクトップWebservices.201X
..log.zip。 ファイル リンクをクリックすればファイルを保存するためにオプションを見ます。

ステップ 4.他の必須ログを集めて下さい（シナリオによって決まって下さい）。 たとえば、通知サービス問題のために発砲して下さい、レルムは API 問題
の認証問題および tomcatlogs のために記録 します。

注: Cisco Finesse サーバログを集める推奨される方法はセキュア シェル（SSH）およびセ
キュア ファイル転送プロトコル（SFTP）によってあります。 この方式はだけでなく、
Fippa が、発砲するように webservices ログすべての追加ログ、レルムおよび Clientlogs を
集めることを可能にしますが。
オプション 2： SSH およびセキュア ファイル転送プロトコル（SFTP）によって-推奨されるオ
プション
ステップ 1.セキュア シェル（SSH）の Finesse サーバへのログイン。
ステップ 2.必要とするログを集めるためにこのコマンドを入力して下さい。 ログは圧縮されて、
ために 2 時間の相対的 なひとときを過ごして下さい。 ログがアップロードされる SFTP サーバ
を識別するためにプロンプト表示されます。
ファイルは activelog デスクトップを時間 2.繰り返します圧縮 reltime 得ます。

ステップ 3 これらのログは SFTP サーバー パスで保存されます: < nnn が長い形式のタイムスタ
ンプであるところ、IP アドレス > \ < 日付時刻 stamp> \ active_nnn.tgz。
ステップ 4 Tomcat、コンテキスト サービス、Servm およびインストール ログのような additonal
ログを集めるため、Cisco Finesse 管理 ガイドのログ 収集 セクションの外観
Cisco Finesse 管理 ガイド リリース 11.5(1)
注: Finesse 転送ファイルのために SFTP を使用することに関する詳細については、この資
料 Finesse バックアップを参照し、SFTP の設定をアップグレードして下さい

設定をトレースし、収集 CVP および CVVB を記録 して下さい
CVP コール サーバ
トレースの CVP CallServer デフォルトレベルはケースのほとんどを解決する enougfh です。 た
だし、セッション開始プロトコル（SIP） メッセージのより多くの詳細を得る必要があるときデ
バッグ レベルに SIP strack トレースを設定 する必要があります
ステップ 1. CVP CallServer Diag Web ページ URL http://cvp.cc.lab:8000/cvp/diag にナビゲート
して下さい。
注: このページは CVP CallServer についてのよい情報を提供し、ある特定のシナリオを解
決することは非常に役立ちます。

ステップ 2.サービスから com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs を選択して下さい。 Mgr ドロップダ
ウンな menuat 上左角

ステップ 3. Set ボタンをクリックして下さい。

ステップ 4.トレースのレベルが正しく設定 されたことを確認するために Trace ウィンドウでスク
ロールして下さい。 これらはデバッグ設定です。

ステップ 5 問題を再現 するとき、ログを C:\Cisco\CVP\logs から集め、問題によってが発生した
時間に基づいて CVP ログ ファイルを選択して下さい。

CVP 音声 XML （VXML）アプリケーション
非常にまれな状況では VXML サーバアプリケーションのトレースのレベルを上げる必要がありま
す。 一方では、Ciscoエンジニアがそれを要求する unlesss それを増加することを推奨しません
。
VXML サーバアプリケーション ログを、移動 VXML サーバの下で特定のアプリケーション ディ
レクトリに集めるため、たとえば: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\ {アプリケーションの
名前} \ログ\ ActivityLog は\およびアクティビティ ログを集めます

CVP オペレーションおよび ortal 管理 管理（OAMP）
ケースのほとんどで OAMP のトレースのデフォルトレベルおよび ORM は問題の根本的な原因を
判別する十分です。 ただしトレースのレベルが上がるために必要となればこの操作を実行するス
テップはここにあります:
ステップ 1.バックアップ %CVP_HOME% \ CONF \ oamp.properties。
ステップ 2. %CVP_HOME% \ CONF \ oamp.properties を編集して下さい
omgr.traceMask=-1
omgr.logLevel=DEBUG
org.hibernate.logLevel=DEBUG
org.apache.logLevel=ERROR
net.sf.ehcache.logLevel=ERROR
ステップ 3.再始動 OPSConsoleServer。
トレース レベル 情報

トレース
ログ レ
説明
トレース マスク
レベル
ベル
製品インストール デフォルト。 no/minimal パフォーマンス
0
INFO
なし
への影響を持つべきです。
DEVICE_CONFIGURAT
小さいパフォーマンスへの影響のより少ない詳しいトレース
1
デバッグ DATABASE_MODIFY +
メッセージ。
MANAGEMENT=0x0101
DEVICE_CONFIGURAT
中間パフォーマンスへの影響の詳しいトレース メッセージ
SYSLVL_CONFIGURAT
2
デバッグ
。
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x0501
DEVICE_CONFIGURAT
SYSLVL_CONFIGURAT
3
高いパフォーマンス影響の詳しいトレース メッセージ。
デバッグ BULK_OPERATIONS +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x0511
MISC +
DEVICE_CONFIGURAT
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURAT
BULK_OPERATIONS +
非常に高いパフォーマンス影響の詳しいトレース メッセー
4
デバッグ BULK_EXCEPTION_ST
ジ。
+
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
管理 +

5

最も高く詳しいトレース メッセージ。

TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x173
MISC +
DEVICE_CONFIGURAT
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURAT
BULK_OPERATIONS +
BULK_EXCEPTION_ST
デバッグ +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
管理 +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x173

Cisco Virtualized Voice Browser （CVVB）
CVVB では、トレースファイルは Cisco VVB コンポーネント サブシステムおよびステップから
のアクティビティを記録するログ ファイルです。
Cisco VVB に 2 つのメイン コンポーネントがあります:
MADM として命名される Cisco VVB 「管理」トレースは記録 します
MIVR として命名される Cisco VVB 「エンジン」トレースは記録 します
情報の情報および集めたいと思うレベルを集めたいと思うコンポーネントを規定できます。
●

●

ログ レベルはから伸びます:
デバッグ–基本的なフロー 詳細への
XDebugging 5 –スタック トレースが付いている詳しいレベル

警告： Xdebugging5 は本番付システムで有効に なってはなりません
集める必要がある最もよくあるログはエンジンです。 CVVB エンジン tarces のためのトレースの
デフォルトレベルはほとんどの問題を解決する十分です。 ただし、特定のシナリオのためのトレ
ースのレベルを変更する必要があれば Cisco はあらかじめ定義されたシステムログ プロファイル
を使用することを推奨します
システムログ プロファイル
名前
DefaultVVB
AppAdminVVB
MediaVVB
VoiceBrowserVVB
MRCPVVB
CallControlVVB

このプロファイルがアクティブにする必要がある
リオ
一般的 なログは有効に なります。
AppAdmin、Cisco VVB サービサビリティおよび他
Webページを通した Web管理においての問題に関
ては。
メディア設定またはメディア伝達においての問題
しては。
処理コールにおいての問題に関しては。
Cisco VVB 相互対話の ASR/TTS においての問題
しては。
関連する SIP 信号を送ることに関する問題に関し
ログで送達されます。

ステップ 1. CVVB メイン ページ（https://X.X.X.X/uccxservice/main.htm)、移動および管理 アカ
ウントの Cisco VVB サービサビリティ ページへのログインを開いて下さい

ステップ 2. - > プロファイル 『Trace』 を選択 して下さい

ステップ 3 特定のシナリオのために有効に したいと思い、Enable ボタンをクリックするプロフ
ァイルをチェックして下さい。 たとえば自動音声認識およびテキストを音声に変換する
（ASR/TTS）相互対話への SIP 関連 問題のためのプロファイル CallControlVVB か関する問題の
ための MRCPVVB を有効に して下さい。

正常なメッセージが後 Enable ボタンをクリックするが表示されました。

ステップ 4 問題が repoduced 後、ログを集めて下さい。 ログを集めることを CVVB が付いてい
る Monotor リアルタイム ツール（RTMT）を使用して下さい。
ステップ 5. （ダウンロードが CVVB からのこのツール既にあっていたら）デスクトップの Cisco
Unified 実時間監視ツール アイコンをクリックして下さい

ステップ 6. VVB の IP アドレスを提供し、『OK』 をクリック して下さい。

ステップ 7.表示された場合証明書情報を受け入れて下さい。

ステップ 8.資格情報を提供し、『OK』 をクリック して下さい。

ステップ 9： 警告するタイムゾーン ミスマッチを受け取る場合『Yes』 をクリック し、続けて
下さい。

ステップ 10： 時間帯エラーを受け取った場合、RTMT は Yes ボタンをクリックした後閉じるか
もしれません。 RTMT ツールを再起動して下さい。
ステップ 11.デフォルト 設定を選択される残し、『OK』 をクリック して下さい

ステップ 12： 『Trace』 を選択 し、及び本部を記録 し、次に Collect ファイルでダブル クリッ
クして下さい

ステップ 13： 新しい Open ウィンドウで、エンジンを選択し、『Next』 をクリック して下さい

ステップ 14： Next ウィンドウで再度『Next』 をクリック して下さい

ステップ 15： 悪いコールの時をカバーする時間を選択する esure および相対的 な 範囲を選択し
て下さい

ステップ 16： ダウンロード ファイル オプションで、ファイルを保存し、『Open』 をクリック
したいと思うディレクトリを『Browse』 をクリック し、選択して下さい

ステップ 14： すべてが選択されたら、ボタンを『Finish』 をクリック して下さい

ステップ 15： これはログ ファイルを集めます。 RTMT の確認のメッセージが表示されるまで待
って下さい

ステップ 16： トレースが保存されるフォルダにナビゲートして下さい。
ステップ 17： エンジン ログは必要とする何をすべてです。 それらを移動に\ <time 見つけるため
stamp> \ uccx \記録 します\ MIVR フォルダ。

CUBE および先端のためのトレース設定およびログ 収集

CUBE （SIP）
ステップ 1.ログを時刻を記録し、有効に しますロギング バッファの設定 して下さい

#conf t
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
no logging console
no logging monitor
logging buffered 5000000 7
end
clear logging

警告： 本番 Cisco IOS ® ソフトウェア GW のどの変更により停止を引き起こすかもしれま
せん。
これは問題なしで提供されたコール音量で推奨されるデバッグを処理できる非常に強いプラット
フォームです。 ただし、Cisco はことを推奨します:
●

ロギング バッファにの代りに syslog サーバにすべてのログを送信 して下さい:

logging <syslog server ip>
logging trap debugs
●

debug コマンドを一つずつ適用し、各自の後で CPU稼働率をチェックして下さい:

show proc cpu hist

警告： CPU が 70-80% まで CPU稼働率を得る場合、能力サービス効果のリスクは大幅に
増加します。 従って GW が 60% を見つける場合、追加デバッグを有効に しない で下さい
ステップ 2.これらのデバッグを有効に して下さい:

debug voip ccapi inout
debug ccsip mess
After you make the call and simulate the issue, stop the debugging:

ステップ 3.問題を再現 して下さい。
ステップ 4. Diasable トレース。
#undebug all

ステップ 5.ログを集めて下さい。
term
show
show
show

len 0
ver
run
log

CUSP

ステップ 1.先端の SIP トレースをつけて下さい。

(cusp)> config
(cusp-config)> sip logging
(cusp)> trace enable
(cusp)> trace level debug component sip-wire

ステップ 2.問題を再現 して下さい。
ステップ 3.終了したらログオフを回して下さい。
ログを集めて下さい。
ステップ 1.先端のユーザを設定して下さい（たとえば、テスト）。
ステップ 2.先端プロンプトでこの設定を追加して下さい。

username <userid> create
username <userid> password <password>
username <userid> group pfs-privusers

ステップ 3.先端 IP アドレスへの FTP。 前の手順で定義されたようにユーザー名（テスト）およ
びパスワードを使用して下さい。
ステップ 4. /cusp/log/trace にディレクトリを変更して下さい。
ステップ 5. log_<filename> を得て下さい。

設定をトレースし、収集 UCCE を記録 して下さい
トレース レベルを設定 し、Diagnostis フレームワーク柱廊玄関またはシステム CLI ツールでト
レースを収集する Cisco recomendeds
注: 診断フレームワーク柱廊玄関および Syetem CLI に関する詳細については、Cisco
Unified ICM/Contact センター エンタープライズのためのサービサビリティ ガイドの章診断
ツールを、リリース 11.5(1) 参照して下さい。
UCCE シナリオのほとんどをトラブルシューティングするは必須コンポーネントの 3 にトレース
のデフォルトレベルが enugh 情報を提供しなければ、トレースのレベルを設定 しましたとき
（いくつかの例外を除いて）。
注: Cisco Unified ICM/Contact センター エンタープライズのためのサービサビリティ ガイ
ドのトレース レベル セクションを参照して下さい、詳細については 11.5(1) をリリースし
て下さい。

たとえば、時送信ダイヤラをトラブルシューティングするはレベル 2 にトレースのレベルを設定
する必要があります発行しますダイヤラが使用中である場合。
CTISVR （CTISVR）レベル 2 およびレベル 3 に関しては Cisco によって推奨される正確なレジ

ストリ レベルを設定 しません。 CTISVR のためのお勧めのトレース レジストリは 0XF8 です。
ステップ 1： UCCE エージェント PG で、レジストリ エディタ（Regedit）を開いて下さい。
ステップ 2. HKLM \ソフトウェア\シスコシステムズ、Inc\icm\<cust_inst>\CG1(a および b） \
EMS \ CurrentVersion \ライブラリ\プロセス\ ctisvr にナビゲートして下さい。

ステップ 3.Double は EMSTraceMask をクリックし、f8 に値を設定 しました。

ステップ 4.レジストリ エディタを『OK』 をクリック し、閉じて下さい
これらはの UCCE コンポーネント トレース（一例として使用される RTR プロセス）設定 するス
テップです。

ステップ 1.トレースを設定 する必要があるサーバからの Frameowrk 診断柱廊玄関を開いて下さ
い。 管理者ユーザとのログイン。

呼び出します。 指揮班で、 SetTraceLevel をトレースし、選択するためにナビゲートして下さい
。

ステップ 3 SetTraceLevel ウィンドウでコンポーネントおよびレベルを選択して下さい。

ステップ 4. 『SUBMIT』 をクリック して下さい。 終えられたとき、良いメッセージが表示され
ます。

警告： 問題を再現 するためにレベル 3 にトレースのレベルを間、attenpt 設定 します。 問
題が再現 された後、ディフォルトするためにトレース レベルを設定 して下さい。 レベル 2
およびレベル 3 が低レベル トレースをセットので JTAPIGW トレースを設定 したとき特別
な用心深い使用すれば、これによりパフォーマンスへの影響を引き起こす場合があります。
Set level 2 か非実稼働時間の間の JTAPIGW またはラボ環境のレベル 3。
ログ 収集
ステップ 1： 診断フレームワーク柱廊玄関から、指揮班で、 ListTraceFile をトレースし、選択す
る移動。

呼び出します。 ListTraceFile ウィンドウで コンポーネントを、 FromDate、現在まで選択すれば
。 Show url ボックスをチェックすれば 、次に、『SUBMIT』 をクリック して下さい。

ステップ 3 要求が終わるとき、ZIP ログ ファイルのリンクの良いメッセージが表示されます。

ステップ 4. ZIP ファイル リンクをクリックし、選択する場所のファイルを保存して下さい。

設定をトレースし、収集 PCCE を記録 して下さい
PCCE にトレース レベルを設定する自身のツールがあります。 それは診断フレームワーク柱廊
玄関かシステム CLI がログをイネーブルに設定し、集める好ましい方法の UCCE 環境へ適用され
ないです。
ステップ 1： PCCE AW サーバから、管理者アカウントの統一された CCE Web管理ツールおよ
びログインを開いて下さい。

ステップ 2.システムへの移動- >Log 収集。

ステップ 3 ログ 収集 ページは開きます。
ステップ 4.、トレース レベル、ポップアップ ダイアログ負荷クリックして下さい

ステップ 5.トレース レベルを CCE の詳しいに設定 しない で下さい、ように CM のための変更
、CVP 残して下さい。 そしてトレース レベルを『Update』 をクリック して下さい

ステップ 6.警告を確認するために『Yes』 をクリック して下さい。

ステップ 7 問題が再現 された後、統一された CCE 管理を開き、システムに戻って- > ログ 収集
ナビゲートして下さい。
ステップ 8.コンポーネント ペインの CCE および CVP を選択して下さい。
ステップ 9.適切なログ 収集時間を選択して下さい（デフォルトは最後の 30min です）。

注: 現在の時刻とアップデートする終了時刻のためのページをリフレッシュして下さい
ステップ 10.ダイアログ警告に Collect ログをはいクリックすれば。 ログ 収集は開始します。 そ
れが終わる前に数分を待って下さい。

ステップ 11： 終えられる、すべての ZIP にされたファイルをダウンロードするためにアクショ
ン カラムの Download ボタンをログオンしますそれをクリックして下さい。 適切見つけるあら
ゆるロケーションの ZIP ファイルを保存して下さい。

