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概要

この資料は Cisco IP ページングおよび緊急通知 機能性を説明したものです。 CUCM は
InformaCast Paging Server によってこの機能性を提供するために統合。

、Gurpreet Kukreja によって編集される Cisco TAC エンジニア Alejandra Gonzalez Romero によ
って貢献される

前提条件

  

要件

 CUCM 11.5.3SU3/ 12.0 

 InformaCast 12.0.1

 パニック ボタンに関しては、電話は割り当てられる速度ダイヤルがなければなりません。

InformaCast Paging Server は OVUM とインストールする必要があります。

使用するコンポーネント



このドキュメントの情報は、「要件」セクションに記載されているソフトウェアとハードウェア
のバージョンに基づいています。

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。 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。

背景説明

InformaCast Paging Server が個別のアプリケーション（仮想マシン）で動作するので、マニュア
ル設定は両方のアプリケーションで必要とされます: CUCM および InformaCast ページング。

CUCM 12.0 は初期設定のための CUCM のウィザードを通して緊急通知のプロビジョニングを自
動化します。

機能概要

CCMAdmin ユーザへの Inteface （UI）ナビゲート > 進んだ機能 > 緊急通知ページ
ング

CCMAdmin UI は緊急通知ページング ウィザードを実行するためにリンクを提供し
ます。

1 つの時間ウィザードは CUCM と InformaCast サーバの設定を自動化します。  ウィザードが完
了すれば、どの変更でも必要それである場合 CUCM および InformaCast は修正することができま



す。

ページング ウィザードで設定される 2 つの主要機能は警告 し、非常呼出 警告 パニック ボタンで
す。

パニック ボタン 警告

速度ダイヤルは発信者 phone/s.で作成されます。  速度ダイヤルは SIP トランクを使用して
InformaCast サーバの方にコールを発信します。  発生電話は informacast サーバからのオーディ
オを聞きます。   それから InformaCast サーバは宛先電話の方に記録されたオーディオ（マルチ
キャスト）およびテキスト通知を送信 します。

非常呼出 警告

InformaCast のための CallAware は通信マネージャの呼び出しを監察します。  呼出すとき
CallAware が監察するために設定された数は InformaCast あらゆるサポートされたデバイス（IP
電話、analog/IP スピーカー、デスクトップ、等）の方に（例えば 911）、記録するコール ソフ
トウェアをテキスト/可聴周波多く通知を引き起こします。  電話はあらかじめ定義されたオーデ
ィオを受け取ります。  たとえば、「拡張 1234 はまた 10/11/17 2:34pm" で 911 にそこにですオ
プション RTP ストリームを記録するためにダイヤルしましたが、それは CUCM のウィザードに
よって有効に なりません。

CUCM のウィザードが実行されるとき、ルートパターンを選択して下さい。  ルートパターンは
CallAware が監察する数が含まれています。

  



設定

 1  OVUM  InformaCast 12.0 

 2. InformaCast Admin IP   



:

CUCM

 1. SNMP 

 2. 3  SNMP - InformaCast

 3. CTI  3 

 4.- ICVA

 5. - ICVA_RG

 6. - ICVA

 7. SIP - InformaCast

 8. /Route  ICVA_RG ICVA_RL 

 9.- AXL

 10.- InformaCast

InformaCast[InformaCast]

 1. CUCM 

 2.

 3. SIP   IPS  CUCM IP 



 4. SIP  

- 

 1.    1     

        InformaCast 

 2.  

 3. informacast  

 4. 

 5. andselect     InformaCast 

- CallAware  

 1. CallAware 

 2. CallAware  Pattern/s   

 3.     InformaCast  



確認

-パニック ボタン 機能のために…電話で作成される速度ダイヤルを押して下さい。    宛先として
選択される電話はスピーカーを通して（テスト ルールと）オーディオをする必要があります。

- CallAware 通知のために…、選択された宛先として選択される電話はどのデバイスがコールを作
ったか示すオーディオプロンプトを受け取る必要がありますルートパターンを呼出せば。

トラブルシューティング

オーディオがなければが、スピーカーが電話でアクティブにされれば、これはおそらくネットワ
ークのマルチキャスト問題です。  しかし良かったら CUCM および Informacast のすべての設定
。

Cisco TAC は CCM 12.x の Emergeny 通知 機能のためのウィザード部品だけ解決します

何らかの理由で緊急通知 ウィザードが壊れた、設定を再度開始するためにそれを復元する必要が
あれば場合ように続きますすることができます: 

1. すべての informacast 設定を削除して下さい CUCM で作成された:  領域、デバイス プール、
SIP トランク、ルートパターン、アプリケーションのユーザーおよび SNMP コミュニティストリ
ング。

2. ウィザードが再実行されるように Informacast エントリ 表を全く最初から削除して下さい。

注: デバイス特有の情報、サービスパラメータ 仕様、依存関係結果、先祖などが含まれてい
るのはブロブであるので{注意しま情報をスクラッチ表から削除します いくつかのレコード



は一時、持続する必要です。  」削除文の句が正しいところにエントリをそれから削除して
いる間そう用心深く、確認します「であって下さい。    句が参照したにちがいないところ
ウィザードの情報を削除します。}

 -削除の前に…、EmergencyNotification ウィザードかのために存在 する何レコード チェックして
下さい。

     

admin: run sql select * from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

-スクラッチ表から informacast ウィザード informacation を削除して下さい。  ところで文忘れな
いで下さい

     

admin: run sql delete from scratch where name like ‘wiz%informacast%’
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