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概要
やり方が Cisco Unified Communications ドメイン マネージャ 8.X （CUCDM）によってディレク
トリー・サービスをどのように設定するかこの資料に記述されています。

前提条件
要件
次の項目に関する知識があることが推奨されます。
●

●

Cisco Unified Communications ドメイン マネージャ（CUCDM）
Cisco Unified Communications Managers（CUCM）

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 Unified Communications ドメイン マネージャ（CUCDM） 8.X
Cisco Unified Communications Manager （CUCM） 9.x またはそれ以降
このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。
●

●

背景説明
対応する ディレクトリ ボタンが押されるとき CUCM でホストされる団体/パーソナルディレクト
リは IP Phone でアクセスすることができます。
やり方および応答は CUCM （提供する CUCM 管理 ページ > System > Enterprise Parameters >
Services へのナビゲート）のパラメータ サービス提供のための値が設定によって異なります。

サービス提供パラメータはこれらの値がある場合があります:
●

●

●

内部
外部
両方

設定して下さい（ない HCS 配備）: 内部に設定 されるサービス
提供
デフォルトでサービス提供パラメータは内部に設定 されます。
この設定によって、IP Phone は HTTP GET メッセージ統一された CM 得ます（または外部にホ
ストされたディレクトリを）送信 するかわりにコンフィギュレーション ファイルからの電話サー
ビスのリストを。
これらの電話サービスは /CCMAdmin > Device > Phone > 電話サービスの下で見つけることがで
きます。
イメージに示すように、何人かのディレクトリ 関連 サービスをのような見つけます:
●

●

●

●

●

Corporate Directory
Missed Calls
パーソナルディレクトリ
Placed Calls
Received Calls

これらは XML ディレクトリ サービスの設定です:

上記のイメージに示すように Enable チェックボックスはサービスが有効に なるかどうか判別し
ます。
このチェックボックスのチェックを外すことは Directories ボタンを押すとき電話で見られる場合
があるサービスのリストから効果的にこのサービスを取除きます。

設定して下さい（ない HCS 配備）: 外部に設定 されるサービス
提供
外部 URL にサービス提供が設定されているとユーザが Directories ボタンを押すとき、ディレク
トリ サービスは CUCM の XML サービスによって提供されません。 その代り電話は HTTP GET
メッセージに CUCM Webサーバを離れて起動 します（または CUCDM のような外部にホストさ
れたディレクトリ）。
Webサーバからの応答は解読電話ができ、HTTP ストリングを表示するためにこの要求の電話使
用が CUCM で設定されるいくつかの特定の EXtensible Markup Language （XML）オブジェクト
が含まれている必要があります:
System > Enterprise Parameters > URL ディレクトリの下。
デフォルトで、Cisco Unified IP Phones は CUCM に対してユーザ ルックアップを行うために設
定されます
組み込みディレクトリ データベース（DB）。
URL ディレクトリの下のデフォルト URL はこれに類似したです:
（X.X.X.X が CUCM の IP アドレスであるかところ） http://X.X.X.X:8080/ccmcip/xmldirectory.jsp
示されているイメージは電話を使用し、CUCM を問い合わせるために Directories ボタンを押す
シナリオを描写しますか。s ディレクトリ DB （外部にサービス提供が設定されていると）
ただしルックアップが別の外部ディレクトリ データベース（たとえば CUCDM）に対して実行さ
れたように、この設定を変更することは可能性のあるです

これは外部にサービス提供が設定されていると Directories ボタンを押す IP Phone のトレース例
です。
1. セキュアシェル コマンド（SSH）セッションを CUCM CLI に開き、CUCM admin のスニフ
ァーをアクティブにして下さい:
電話の Directories ボタンを押した後 2.Press は PhoneThen の Directories ボタン、スニファーを
停止するために SSH セッションの Control-C を押します。
3. スニファートレースのための検索: admin: ファイル リスト activelog/platform/clicapture1.cap

4.Transfer CUCM からの SFTP 位置へのスニファー: admin: ファイルは activelog/プラットフォー
ム/cli/TestDirectory.cap を得ます
スニファーを検知 して、HTTP に基づいて今フィルタリングできます。
電話から外部ディレクトリ の 位置へオリジナル HTTP 要求があります:
そして従って電話への外部ディレクトリ（この場合 CUCM）からの HTTP応答:

HCS 配備で
CUCDM にディレクトリ アクセスを取り扱えます CUCM のこの設定がおよび CUCDM は必要と
なります:
1. CUCM パブリッシャへのログイン。
2. エンタープライズ パラメータへのナビゲート。
3. 両方にサービス提供パラメータ値を変更して下さい。
4. http://CUCDM_Server_IP/bvsmweb/directoryservices.cgi に電話 URL パラメータの下で URL
ディレクトリ パラメータ値を変更して下さい。
5. 保護された電話 URL パラメータの下ですべての URL を削除して下さい。
6. デバイス > デバイス設定 > 電話サービスへのナビゲート。
7. 社内 ディレクトリおよびパーソナルディレクトリをディセーブルにして下さい。 （Enable
ボタンのチェックを外して下さい。 それは CUCM ディレクトリー・サービスをディセーブ
ルにします）
CUCDM では、ディレクトリ アクセスはで設定される必要があります:

1. プロバイダとして CUCDM にログイン して下さい。
2.一般 Administration > 顧客へのナビゲート。
3. 『Preferences』 をクリック して下さい。
4. ShowCorporateDir および ShowPersonalDir を有効に して下さい。
5。 現在の設定 ボックスをチェックして下さい
6. （団体 IP アドレスが CUCDM natted IP であるかところで） > 団体 IP アドレスは一般
Administration > 顧客にナビゲート します
ディレクトリ設定からの除をチェックしているユーザはディレクトリから取除くことができます:

Location Administration> エンドユーザ > 前ディレクトリ

検証
ユーザが Directories ボタンを押す場合、電話はシステム/エンタープライズ パラメータ/ディレク
トリ URL の下で URL を取出します。
この場合それは CUCDM 例に HTTP 要求を送信 します:
http:// Y.Y.Y.Y/bvsmweb/directoryservices.cgi?device=SEP121234341211
注 Y.Y.Y.Y は CUCDM IP アドレスに対応し、一般的にすべての顧客によってアクセス可能
なグローバルアドレスです。
CUCDM は社内 ディレクトリおよびパーソナルディレクトリとそれから応答します。
例：
注 社内 ディレクトリおよびパーソナルディレクトリ URL の IP アドレス（ここに
Y.Y.Y.Y）としてポイント 6.で上に示されているように顧客基礎ごとの a の CUCDM で設定
されなければなりません描写される。

この IP アドレスが不正確である場合、電話はまだ効果的にパーソナルディレクトリおよび社内
ディレクトリのためのエントリを示します。 ただし、これらのエントリのどちらかを選択するこ
とは失敗に終わります。 （エラーメッセージを生成する電話）。

トラブルシューティング
現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

