
統合 ガイド: CUBE、オフィス 365
（Outlook）、およびコール マネージャ
（CUCM） 
目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
ネットワーク トポロジ
場合トポロジー
メディアおよび可聴周波トポロジー
証明書
ステップ 1.証明書 サイン 要求（CSR）を作成して下さい
ステップ 2. CSR からの署名された証明書を要求して下さい
ステップ 3. IOS ゲートウェイに証明書をアップ ロードして下さい
ルート証明書
中間物およびデバイス 証明書
GeoTrust/CyberTrust 証明書
ステップ 4.デフォルト トラストポイントおよび有効 TLS を設定 して下さい
証明書の検証
証明書は解決します
オフィス 365/Outlook 設定
CUBE の設定
CUCM の設定
警告
Oracle SBCs
SRTP への RTP は相互に作用します
非要請 呼出 MWI パススルー

概要

この資料に Cisco Unified Border Element （CUBE）によって Cisco Unified Communications
Manager （CUCM） IP フォンで統合オフィス 365/Outlook 音声メール ソリューションのための
エンドツーエンド ソリューションを設定する方法を記述されています。

前提条件

この資料を読むのに必要とされる形式的な前提条件の間、; リーダーは既に電話を確立し、接続す
るために使用する音声 信号プロトコルのナレッジがあっていることが予期と書かれていました。
これらのプロトコルは何回も技術情報全体の参照されます。



要件

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。

ネットワーク プロトコル: ユーザ データグラム プロトコル（UDP）、トランスミッション
コントロール プロトコル（TCP）および Transport Layer Security （TLS）

●

場合プロトコル: セッション開始プロトコル（SIP）および Skinny Client Control Protocol
（SCCP）

●

メディア プロトコル： リアルタイムプロトコル（SRTP）およびリアルタイム プロトコル
（RTP）を保護して下さい

●

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 IOS および IOS XE ゲートウェイ: 2900/3900/4300/4400/CSR1000v/ASR100X バージ
ョン: 15.4 および以降

●

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バージョン: 10.5 および以降●

Microsoft Office 365 Cloud 配備●

サード パーティ 証明書 署名 権限として Godaddy●

ネットワーク トポロジ

Office 365 Cloud <> Firewall <> CUBE <> CUCM <> IP Phone

|________________||_________________________|

| |

Pubic Internet <nat> Local Area Network (LAN)

場合トポロジー

Office 365 Cloud <SIP/TLS> CUBE <SIP/(UDP/TCP)> CUCM <(SIP/SCCP)/(UDP/TCP)> IP Phone

メディアおよび可聴周波トポロジー

Office 365 Cloud <SRTP> CUBE <RTP> IP Phone

これらのトポロジーが CUCM に登録されている IP 電話のためであるで、オフィス 365 に CUBE
によってテスト コールをしますことを覚えておくことは重要。 普通オフィス 365 は音声メール
サーバとしてどんなに使用されても従って入力 VoIP かアナログゲートウェイは IP 電話を取り替
えることができます。

注: 例外はオフィス 365 が CUBE の方に仕様 IP 電話を呼び出し、音声メールをするコール
を発信する電話 Outlook オプションの演劇[音声メール]です。

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。

証明書

ローカル セッション ボーダー コントローラ（SBC）が TLS および SRTP によってそれとである
クラウド通信することをオフィス 365 は必要とします。 これらのハンドシェイクが正常に完了す
るように適切な証明書で CUBE を設定する必要があるこれをするため。

ステップ 1.証明書 サイン 要求（CSR）を作成して下さい

エクスポート可能な形式の 2048 のビット キーを生成して下さい。

!

crypto key generate rsa general-keys label  <key-name> exportable

!

! How many bits in the modulus [512]: 2048

!

それから CSR をとの生成すること CUBE のためのトラストポイントを作成して下さい。

この資料の場合デバイス トラストポイントとして CUBE を参照できます。

注: それは重要サブジェクト名 フィールドがあり、これがまた大文字/小文字の区別がある
ものが Office365 UMS IP 構成に一致する必要があるメモです。

より多くのヒント:

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx

https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm

!

crypto pki trustpoint device-trustpoint

 enrollment terminal pem

 subject-name cn=mydevice.domain.com

 fqdn mydevice.cisco.com

 rsakeypair <key-name-from-above>

!

最後に設定されるトラストポイントのための CSR を生成します。

!

crypto pki enroll device-trustpoint

!

! % Include the router serial number in the subject  name? [yes/no]: no

! % Include an IP address in the subject name? [no]:  no

! Display Certificate Request to terminal? [yes/no]:  yes

!

  

ステップ 2. CSR からの署名された証明書を要求して下さい

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx
https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm


生成する CSR が信頼された組織によって署名することをオフィス 365 は必要とします。

Microsoft によって規定 される物のの外部の組織が使用されれば; それはセキュリティ ハンドシェ
イク失敗という結果に終り、ultimatly ない作業を。

すべての信頼されたサード パーティ 証明書 署名 権限のリストはここに見つけることができます
。

注: この例に関しては Godaddy は署名された SSL 証明書他のためのプロセスが丁度同じで
ある場合もないことそう使用された注記です。

コピーは END にすべて始まり、Godaddy によって署名するように要求します

ワイルドカード、SAN、または組織有効性確認 SSL 証明書を選択したいと思いません。
標準 SSL 証明書は十分です

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

…snip…

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

署名入り認証をのでオプション ウィンドウによって開くことができる .crt フォーマットという結
果に終る必要がある他のフォーマット ダウンロードして下さい。
2 つのファイルが付いているメールを得て下さい。
「gd_bundle」ファイルではないデバイス証明書を開けて下さい。
Base-64 が X.509 を符号化し、名前を .pem 形式のファイル確認するようにルート、中間物およ
びデバイスをエクスポートして下さい。
デバイス証明書は既に開いている従ってちょうど必要エクスポートそれです。
ルートおよび中間物 certs は Details タブにナビゲートし、次に特定のラインを選択し、次に『
View』 を選択 するように要求します。
開いたウィンドウの上の pop から証明書をエクスポートして下さい。

証明書階層

  |- Root

  |-- Intermediate

  |--- Device

開始および終了行を表示するためにテキストエディタが付いている 3 つのエクスポートされたフ
ァイルのそれぞれを開いて下さい。

ステップ 3. IOS ゲートウェイに証明書をアップ ロードして下さい

ルート証明書

別途のトラストポイントとしてインポート ルート証明 

!

crypto pki trustpoint root

 enrollment terminal pem

 revocation-check none

!

crypto pki auth root

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx
http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx


!

! Paste in ROOT.pem output then hit enter

!

中間物およびデバイス 証明書

次に CUBE のための以前に作成されたデバイス トラストポイントの中間証明書を認証します。

これの後で同じトラストポイントにそれからデバイス 証明書をインポートします。

!

crypto pki authenticate device-trustpoint

!

! Paste in INTER.pem output and hit enter

! crypto pki import device-trustpoint certificate ! ! Paste in DEVICE.pem output and hit enter

!

GeoTrust/CyberTrust 証明書

この作業を作る 1 つの最後の証明書があり、それはサード パーティ Webサイトからダウンロー
ドされる Cybertrust/Geotrust 証明書です。

この Webサイトで普通 Baltimore CyberTrust ルート証明をダウンロードします。

これをファイルにコピーして下さい、X.509 を『Base 64 encoded』 を選択 し、.pem で終了す
るために名前を確認するためにファイル確認して下さい

テキストエディタの新しいファイルを開き、すべての内容をコピーし、開始および END を含ん
で下さい。

!

crypto pki trustpoint cybertrust

 enrollment terminal pem

 revocation-check none

!

crypto pki auth cybertrust

!

! Paste in cybertrust cert and hit enter

!

注: これは Microsoft 証明書の変更による CUBE <> オフィス 365 統合障害のための多くの
ケース受け取った 4/18/2018 TAC のケース、常にではないかもしれません。 どんな証明書
が PCAP インターフェイスからの単にインポートされた収集するである必要がある TLS ハ
ンドシェイクの証明書 パケットを見つければか確認するために。 このパケットで発行元 フ
ィールドを見るまで拡張して下さい。 これは byany 設定されたトラストポイントを検証す
るように試みる証明書です。 トラストポイントで認証されるこの証明書がなければ TLS ハ
ンドシェイクは失敗します。

この例で PKI リポジトリからダウンロードすることができる証明書 Microsoft IT TLS CA 5 があり
ます。

例：

Frame 20: 354 bytes on wire (2832 bits), 354 bytes captured (2832 bits)

https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm
https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm
https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm
https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm


Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 10.10.10.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 5061, Dst Port: 56250, Seq: 1573, Ack: 164, Len: 314

[4 Reassembled TCP Segments (1809 bytes): #7(465), #8(524), #19(524), #20(296)]

Secure Sockets Layer

    TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate

        Content Type: Handshake (22)

        Version: TLS 1.0 (0x0301)

        Length: 1804

        Handshake Protocol: Certificate

            Handshake Type: Certificate (11)

            Length: 1800

            Certificates Length: 1797

            Certificates (1797 bytes)

                Certificate Length: 1794

                Certificate: 308206fe308204e6a00302010202132d00025dfdaf5ada6b... (id-at-

commonName=*.um.outlook.com,id-at-organizationName=Microsoft Corporation,id-at-

localityName=Redmond,id-at-stateOrProvinceName=WA,id-at-countryName=US)

                    signedCertificate

                        version: v3 (2)

                        serialNumber: 0x2d00025dfdaf5ada6b00bb4219000000025dfd

                        signature (sha256WithRSAEncryption)

                        issuer: rdnSequence (0)

                            rdnSequence: 6 items (id-at-commonName=Microsoft IT TLS CA 5,id-at-

organizationalUnitName=Microsoft IT,id-at-organizationName=Microsoft Corporation,id-at-

localityName=Redmond,id-at-stateOrProvinceName=Washington,id-at-countryName=US)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-countryName=US)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-stateOrProvinceName=Washington)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-localityName=Redmond)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-organizationName=Microsoft

Corporation)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-organizationalUnitName=Microsoft

IT)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-commonName=Microsoft IT TLS CA

5)

                        validity

                        subject: rdnSequence (0)

                        subjectPublicKeyInfo

                        extensions: 10 items

                    algorithmIdentifier (sha256WithRSAEncryption)

                    Padding: 0

                    encrypted: 1e5282451f854bcaf6dce02ecf6454e1cf626dec3778da53...

この証明書をインポートするため:

CRT ファイルをダウンロードして下さい。1.
CERT を開き、Details タブにナビゲートして下さい。2.
ファイルに『Copy』 を選択 して下さい。3.
x-509 （.CER）を『Base 64 encoded』 を選択 して下さい。4.
デスクトップまたは別の場所への保存5.
それから完了。6.
この場合テキストエディタ プログラムで証明書を開いて下さい。7.
見ます -----BEGIN CERTIFICATE----- データ -----END CERTIFICATE----- これは PEM
cerficiate 形式です。

8.

証明書のためのトラストポイントを作成するため。

!

crypto pki trustpoint cybertrust

 enrollment terminal pem

9.



 revocation-check none

!

crypto pki auth cybertrust

!

! Paste in the entire cert with BEGIN and END cert and hit enter

!

10. どんな IP をに基づいて異なる証明書をアドバタイズ DNS クエリーが戻すか Microsoft ができ
るように、Web ページの各 CERT のために繰り返して下さい。

ステップ 4.デフォルト トラストポイントおよび有効 TLS を設定 して下さい

きちんと証明書に示す CUBE のためにデフォルト トラストポイントを設定 することを、また
TLS を有効に する必要があって下さい 

!

sip-ua

 crypto signaling default trustpoint device-trustpoint

!

voice service voip

 sip

  session transport tcp tls

!

証明書の確認

設定される 4 つの証明書および 3 つの trustpoints を見られます今必要があります。

この問題を確認するために暗号 PKI 証明書を示し、暗号 PKI trustpoints を示して下さい

証明書は解決します

パケット キャプチャ（PCAPs）は TLS handlshake エラーを解決する最もよい方法です。

デバッグ

!

debug ip tcp transactions

debug ip tcp packet

!

debug crypto pki messages

debug crypto pki transactions

debug crypto pki validation

debug crypto pki api

debug crypto pki callback

!

debug ssl openssl error

debug ssl openssl msg

debug ssl openssl states

debug ssl openssl ext

!

debug ccsip error

debug ccsip message

debug ccsip transport

!

debug voip ccapi inout

!



show コマンド

!

show crypto key mypubkey rsa

! show crypto pki certificate verbose show crypto pki trustpoints ! show sip-ua connection tcp

tls detail show tcp brief !

オフィス 365/Outlook 設定

この文書では説明していません。

この whitepaper はオフィス 365 設定にこれがあると同時にサード パーティ製品 Cisco が設定の
その側の変更、エラー、または ommisions に責任がないどんなに、行きます。

CUBE の設定

設定ようにこの資料でここに述べられる証明書および他の項目引く正常な CUBE。

グローバル な ルータコンフィギュレーション。

きちんとオフィス 365 Cloud に接続することを LAN およびパブリックインターフェイスのイン
ターフェイスが必要とします。

この inteface はまた NAT のファイアウォールである場合もあります。

ヒント： 推奨事項は 2 つの個々のインターフェイスを使用することです。

またオフィス 365 のための DNS エントリを解決するために設定されるドメイン名、また DNS サ
ーバを必要とします。

IP ルートを正しく設定 されます確認して下さい。 この資料はスタティック ルートを使用します
。

!

ip domain name cisco.com

ip name-server 8.8.8.8

!

interface GigabitEthernet0/0/0

 description LAN IP

 ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

 no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/1

 description Public IP to O365

 ip address 192.XX.79.XXX 255.255.255.128

no shutdown ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.65.79.129 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0

GigabitEthernet0/0/0 !

グローバル な CUBE 設定

音声 サービス voip の下で管理者は信頼された IP アドレス範囲を定義する必要があります。 この
例は SIP メッセージを送信 する IP を信頼します。 運用環境でそれは最もよいです設定します実
質範囲を。

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/unified-access/cube-asr-release-10-0.pdf


またダイヤル ピアの使用のための音声クラス コーデック リストを設定して下さい。

!

voice service voip

 ip address trusted list

  ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0

 no notify redirect ip2ip

 allow-connections sip to sip

 no supplementary-service sip moved-temporarily

 no supplementary-service sip refer

 supplementary-service media-renegotiate

 sip

  rel1xx disable

  min-se 90 session-expires 90

  early-offer forced

  midcall-signaling passthru

  pass-thru headers unsupp

!

voice class codec 4

 codec preference 1 g711ulaw

 codec preference 2 g711alaw

 codec preference 3 g729r8

!

voice rtp send-recv

!

CUCM 呼出し局 365 

使用する音声メール数が 2401 これらのコールをルーティングするためにただ単に設定する受信
および送信ダイヤル ピアをであることを仮定して下さい。 session target dns を設定することを
忘れないようにして下さい: オフィス 365 で定義する仕様 DNS エントリとして。

!

dial-peer voice 100 voip

 description INCOMING - CUCM to O365

 session protocol sipv2

 session transport tcp

 incoming called-number 2401

 voice-class codec 4

 dtmf-relay rtp-nte

 no srtp

 no vad

!

dial-peer voice 200 voip

 description OUTGIONG - CUCM to O365

 destination-pattern 2401

 session protocol sipv2

 session target dns:your-value-here.um.outlook.com

 session transport tcp tls

 voice-class codec 4

 voice-class sip call-route url

 dtmf-relay rtp-nte

 srtp fallback

 no vad

!

CUCM へのオフィス 365

まれに CUCM を呼出すオフィス 365 必要をしませんしかし 1 特定の intance は Outlook 内から
whicha ユーザの電話機能の演劇選択できますです。 オフィス 365 はそれから特定のユーザの電



話をそれからの後で接続します演劇をメッセージ呼出します。 内部 拡張機能この例に関しては
26XX 範囲で終了して下さい。

!

dial-peer voice 300 voip

 description INCOMING - O365 to CUCM

 session protocol sipv2

 session transport tcp tls

 incoming called-number .T

 voice-class codec 4

 voice-class sip pass-thru subscribe-notify-events all

 dtmf-relay rtp-nte

 srtp fallback

 no vad

!

dial-peer voice 301 voip

 description OUTGOING - O365 to CUCM

 destination-pattern 26..

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.10

 voice-class codec 4

 dtmf-relay rtp-nte

 no srtp

 no vad

!

CUCM の設定

設定の CUCM 側の CUBE/Office365 のための特定の要件がありません。 あらゆる
CUBE/Voicemail 設定のためにように続行して下さい。

警告

サード パーティ SBC サポートを停止する Microsoft

この資料によって Microsoft は 2018 年 7 月までにサード パーティ SBC サポートを廃棄します。

Oracle SBCs

オフィス 365 はヘッドエンド SIP 接続のために Oracle SBCs を使用します。

これは発生するために観察されました:

複数の呼出しオプションは 180 および 183 が含まれていますが、決して呼出しを直接提供
しません

1.

メディア ラッチ。 Oracle SBC は RTP パケットを必要とすることをどの意味するか送信の
前にあらゆる RTP パケット受け取られて下さい。 また Oracle SBC を使用するオフィス
365 音声メールの方に転送されるプロバイダの場合コールにより ITSP およびオフィス 365
SBCs が両方送信の前にパケットをパケット待っている RTP 行き詰りを引き起こす場合が
あります。 これは callflow が類似したに ITSP > SIP > CUBE > SIP > CUCM > SIP > SBC >
SIP > オフィス 365 だったケースで観察されました

2.

SRTP への RTP は相互に作用します

https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2018/04/24/new-date-for-discontinuation-of-support-for-session-border-controllers-in-exchange-online-unified-messaging/


SRTP への RTP は CUBE で非混合モード（安全でない） CUCM クラスタを使用しない場合、必
要とされます相互に作用します。 大抵この官庁出版物 whitepaper は参照され、mixed-mode
CUCM クラスタを使用することきちんと運びません。 その結果 CUBE が strage 方法に SRTP に
CUCM および CUCM を失敗するコールを送信 する失敗に会います。  非セキュア CUCM があっ
たら CUBE によって相互に作用する SRTP <> RTP を行う必要があることを覚えていて下さい。

注: ASR/4k/CSR デバイスはこの nativly することができますが、G2 （2900/3900）はセキ
ュア ローカルで登録されていたローカル トランスコードするインターフェイス（LTI）トラ
ンスコーダを必要とします。

!

dspfarm profile 1 transcode security

 codec g729abr8

 codec g729ar8

 codec g711alaw

 codec g711ulaw

 maximum sessions 10

 associate application CUBE

 no shutdown

!

非要請 呼出 MWI パススルー

メッセージ待ち状態ライト（MWI）のための非要請 SIP 呼出は CUBE 独自にを使用しません。 

ただし unsoliciated 知らせるイベント SIP ヘッダに基づいて含んでいるパススルー SIP 通知イベ
ントのナノ CUBE 機能を利用できます。

詳細なドキュメント： ナノ Cisco Unified Border Element コンフィギュレーション ガイド、
Cisco IOS リリース 15M&T。

サンプル構成:

! Passthrough of MWI Message

!

voice class sip-event 1

event message-summary

!

voice service voip

sip

pass-thru subscribe-notify-events 1

!

MWI トランザクション、受信 SIP プロファイルおよび正常なパススルーを示すデバッグ。

外部 CUBE インターフェイスのオフィス 365 から MWI のための無指定の NOTIFY を受け取りま
す

*Jul 21 13:39:32.688: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

NOTIFY sip:2592@mydomain.example.com:5061;user=phone SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS 192.168.1.1:5061;branch=z9hG4bKohh7s620c08v0vn2vpi0.1

FROM: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone>;epid=F4BD30772C;tag=1b7b207c53

TO: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone>

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/unified-access/cube-asr-release-10-0.pdf
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube_nano/configuration/15-mt/nanocube-config-15-mt-book/voi-nanocube-subscribe-notify.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube_nano/configuration/15-mt/nanocube-config-15-mt-book/voi-nanocube-subscribe-notify.html


CSEQ: 16 NOTIFY

CALL-ID: 606ae157f04b42e493ef18af1a15ccab

MAX-FORWARDS: 69

CONTACT: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone;transport=tls>

CONTENT-LENGTH: 103

EVENT: message-summary

SUBSCRIPTION-STATE: terminated

USER-AGENT: RTCC/5.0.0.0 MSExchangeUM/15.01.1304.010

CONTENT-TYPE: application/simple-message-summary

Messages-Waiting: yes

Message-Account: sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone

Voice-Message: 6/29

この場合デバッグ CCSIP すべての出力でこれがのダイアログ サブスクリプション メッセージ
（無指定の NOTIFY）であるという CUBE 表記を見ます

*Jul 21 13:39:32.688: //0/000000000000/SIP/Info/info/4096/sipSPIHandleIncomingRequest: Ouf-Of-

Call-Context Subscription

このメッセージについてはアプリケーションがルート 呼出層（ASNL）層検索を定期講読するの
を見ます

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_asnl_find_peer_from_route_params:

 ccsip_asnl_find_peer_from_route_params:req_url sip:2592@192.168.10.10:5061;user=phone

呼出についてはデバッグ CCSIP をすべての検索有効なパススルー イベント参照します

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/128/is_sip_pass_through_configured_for_sn_event:

 Trying to find the event list for tag 1

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/128/is_sip_pass_through_configured_for_sn_event:

 Found it!!

デバッグ CCSIP は ASNL に完全に呼出を渡しました

*Jul 21 13:39:32.688: //0/000000000000/SIP/Info/notify/32768/ccsip_spi_asnl_unsolicited_notify:

Unsolicited NOTIFY passed to Application via ASNL, pending ACK

*Jul 21 13:39:32.692:

//0/000000000000/SIP/Info/notify/18432/sipgw_incoming_notify_match_dial_peer: Notify dial peer

found 300

CUBE から送信 される正常な無指定の NOTIFY

*Jul 21 13:39:32.692: //0/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Sent:

NOTIFY sip:2592@192.168.10.10:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.224:5060;branch=z9hG4bKE4C11FD

From: <sip:2592@192.168.10.224>;tag=E1DBDC98-26E0

To: <sip:2592@192.168.10.10>

Call-ID: DCC6F057-6D5011E7-90A8D38C-5758BD80@192.168.10.224

CSeq: 101 NOTIFY

Max-Forwards: 70

Date: Fri, 21 Jul 2017 13:39:32 GMT

User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-15.6.3.M2



Event: message-summary

Subscription-State: terminated

Contact: <sip:2592@192.168.10.224:5060>

SUBSCRIPTION-STATE: terminated

Content-Type: application/simple-message-summary

Content-Length: 105

Messages-Waiting: yes

Message-Account: sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone

Voice-Message: 6/29
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