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概要

この資料はシナリオでコンピュータ テレフォニー インテグレーション （CTI） ポートがテレフ
ォニーサービス Provider（TSP）の Console（CUAC） Cisco Unified 付随 10.5.2 バージョンか再
インストールにアップグレードの後で未知数またはどれもに状態入らないときトラブルシューテ
ィング の 手順を記述したものです。

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。

進む CUAC●

Cisco Unified Communications Manager●

CUAC TSP設定●

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。

CUAC は 10.5.2 を進めました●

Cisco Unified Communications Manager 10.5.2。●

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。



問題

CTI ポートが未知数/どれもに状態移動しないソフトウェアの以前のバージョンからの 10.5.2 への
CUAC のポスト アップグレード

注: これらのステップは順序で問題を解決するために実行する必要があります。 、問題解決
されますあらゆるステップと包んで下さい、そしてそれ以上のステップが必要となりません
。

ソリューション 1.は CUAC 設定を確認し、インストールされる
TSP が使用中の CUAC バージョンと互換性があるかどうか確認
します

CUAC 管理 ページ > 技術 > CUCM 接続へのナビゲート。1.

2. CUCM 情報およびアプリケーションのユーザー資格情報が正しいことを確認して下さい。 接
続を『Test』 をクリック し、接続を確認して下さい。

3. > Cisco TSPx64 設定 > 設定 『Start』 をクリック して下さい。

4. このイメージに示すように General タブのバージョン情報を確認して下さい。



5. CUCM バージョンを一致する場合コントロール パネルからの TSP をアンインストールして下
さい。

6. TSP の正しいバージョンをインストールして下さい。  CUCM パブ >Cisco によって統一され
る CM 管理 page>Application に > 差込式『Find』 をクリック します ナビゲート して下さい。
CUAC サーバ ウィンドウ OS ビット サイズに基づいて 32 ビットまたは 64 ビット クライアント
のセットアップをダウンロードし、移動して下さい。

7. TSP をダブル クリックし、インストールして下さい。

8. TSP のインストールの間に正しい値を入力して下さい。 資格情報が入力したアプリケーショ
ンのユーザーが CUCM で作成されたアプリケーションのユーザー資格情報を一致することを確認
して下さい。

9. TSP インストールが完了した CUAC サーバを再起動して下さい。

10. CTI ポートがサーバであるオンライン一度登録されているかどうか確認して下さい。

ソリューション 2.削除 CUCM の CTI ポートおよび CUCM の同
期化 CUAC

1. CUCM 管理 ページ > デバイス > 電話へのナビゲート。 CUAC のために以前に同期されるすべ
ての CTI ポートを削除して下さい。

2. CUAC 管理 ページ > システム構成へのナビゲートは CUCM と > 同期します。 CUCM タブと
『Synchronize』 をクリック して下さい。



3. CUCM Sync Report をクリックして同期化を確認して下さい。

同期化が完了するかどうか 4.Verify。



5. CUCM 同期化の CTI ポートのステータスが一度完了することを確認して下さい。

ソリューション 3.は新規アプリケーション ユーザを作成します

CUCM 管理 ページ > ユーザマネージメントへのナビゲート。1.
CUAC で使用されるアプリケーションのユーザーを選択して下さい新規 ユーザに伝えられ
た古い詳細で新規アプリケーション ユーザを作成する Copy オプションをクリックして下さ
い。

2.

オリジナル アプリケーションのユーザーより別のユーザ名 および パスワードを使用するこ
とを）それの名前を変更し、このユーザのパスワードを変更して下さい（確かめて下さい。

3.

[Save] をクリックします。4.
CUCM のロールおよび権限はコピーそれこの新規アプリケーション ユーザに一度運ばれま
す。

5.

古いアプリケーションのユーザーを削除して下さい。6.
CUAC 管理 ページ > 技術 > CUCM 接続にナビゲート し、上記のステップでユーザー定義新
規アプリケーションにユーザ名 および パスワードを変更して下さい。

7.

CUAC サーバ > TSP設定 > User タブへのナビゲートは > およびユーザ名 および パスワー
ドをそれに応じて変更し、『OK』 をクリック します。

8.



 9. CT リンクの初期設定をやり直すために CUAC サーバを一度リブートして下さい。
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