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概要

この資料に Cisco Unified Communications Manager （CUCM）と Cisco Unified Border Element
（CUBE）の間で機能 オプションを有効に する方法を ping します記述されています。

Luis J. Esquivel Blanco によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Call Manager 管理●

Cisco Unified Border Element またはゲートウェイ 管理●

Session Initiation Protocol（SIP）●

使用するコンポーネント

Cisco Integrated Services Router（ISR）モジュール（ISR4351/K9）●

Cisco Unified Communications Manager 12.0●

Cisco Unified IP Phone●

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。

背景説明

CUCM が下記に示されているように SIP トランクの呼出をどのように拡張するか検討することは
重要です:



SIP トランクの呼出を拡張する CUCM に関しては規定 される トランクの設定 ページで IP アド
レスのトランスミッション コントロール プロトコル（TCP）三方ハンドシェイクをイメージに示
すように確立することを続行します:

イメージに示すように wireshark 外観の TCP 三方ハンドシェイク:

これはノード基礎ごとのコール毎で、されます; つまり CUCM は代替トランクか GW （ゲートウ
ェイ）を試みる前に SIP サービスからの同期（SYN）メッセージまたはエラーのタイムアウトを
待つために強制されます。

この問題を解決するために、オプションを ping し、予防的にチェックします SIP トランクのス
テータスを有効に します。

有効に なるときオプションは SIP トランクで ping します、また各 SIP トランクの状態を監視す
ることは可能性のあるである時点を解決するためにトランクがダウン状態になる SIP トランクス
テータスおよび稼働時間の統計情報を追加し。  これらの統計情報は SIP トランクの設定 ページ
で見られます。

設定

ステップ 1. SIP プロファイル設定のイネーブル SIP オプション PING:

Cisco Unified CM 管理 >> デバイス >> デバイス設定 >> イメージに示すように SIP プロファ
イルへのナビゲート:

●



『Find』 をクリック し、新しい SIP プロファイルを作成したいと思ったら決定して下さい既
に存在 してまたは SIP プロファイルのコピーに作りなさい SIP プロファイルを編集して下さ
い。 この例に関しては、イメージに示すように標準 SIP プロファイルのコピーを作成して下
さい:

●

イメージに示すように新しい SIP プロファイルおよびイネーブル オプション PING の名前を
変更して下さい:

●



ステップ 2. SIP プロファイルを疑わしい SIP トランクに追加し、『SAVE』 をクリック して下
さい:

注: このトランクが前もって設定されたにちがいないことに留意して下さい。 SIP トランク
を設定する方法の指導を参照すればリンクを必要とすれば: システム構成 ガイド

デバイス >> トランクへのナビゲートはおよびイメージに示すように編集したいと思うトラ
ンクを選択します:

●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_0_1/systemConfig/cucm_b_system-configuration-guide-1201/cucm_b_system-configuration-guide-1201_chapter_01110.html  


ステータス、ステータス原因および期間が N/A.に設定 されることに注意して下さい。●

正しい SIP プロファイルを選択し、『SAVE』 をクリック して下さい●



この時点でイメージに示すように SIP トランクのステータスを監視 CUCM はできる必要が
あります:

●

ステップ 3. （オプションの）イネーブル SIP オプションは SIP トランクの遠端で ping します。
その場合、次のようになります。 192.X.X.57 （4351） ISR

ISR Cisco Unified Border Element またはゲートウェイへのナビゲートはおよびどんなダイヤ
ル ピアにイメージに示すようににオプション PING を追加してほしいか確認します:

●

オプションを ping しますコマンドで追加して下さい: イメージに示すように voice-class 一口
オプション キープアライブ:

●



確認

オプション メッセージが正しく交換されることを確認するためにこのセクションを使用して下さ
い。

注: CUCM eth0 ポートのパケットキャプチャを実行する方法を従えばこのリンクの手順に理
解する必要があれば: CUCM アプライアンス モデルのパケットキャプチャ

トランクがその後再起動するときだけ TCP 三方ハンドシェイクが一度されることに注意すれ
ば、CUCM から 200 OK が応答として期待される ISR に送られるオプション メッセージが
ありますただ。 これらのメッセージは 60 秒毎にデフォルトで交換されます。

●

オプション メッセージが 192.X.X.26 （CUCM）からトランクステータスを監察するために
CUCM だけ設定されるのでだけ 192.X.X.57 （ISR）に送られることに注意して下さい:

●

この場合コールが作られる、CUCM は既に確認していますトランクが動作状態にあり、勧誘
をすぐに送信 することを:

●

ステップ 3 を実行したら（CUBE のオプショナルコンフィギュレーション）オプションがメ
ッセージ両方の方法を送信 したことを見ます:

●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/packet-capture-on-cucm-appliance-model/ta-p/3118507


トラブルシューティング

-オプションを解決するために CUCM で、必要とします ping して下さい:

開始する最もよいオプションはと CUCM Eth0 ポートからのパケットキャプチャ、より多く
の詳細です: CUCM アプライアンス モデルのパケットキャプチャ

●

     3party フリーソフトを持つキャプチャを Wireshark 開き、SIP とフィルタリングして下さい

またここの RTMT、検索ステップとダウンロードしますそれらを詳しい Cisco
CallManagerトレースをチェックできます: CUCM 9.x またはそれ以降のためのトレースを収
集する方法

●

このリンクの SIPTrunkOOS 理由コードを確認して下さい: システム エラー メッセージ●

        - Local=1 （要求 タイムアウト）

        - Local=2 （ローカル SIP はスタック リモートピアでソケット接続を作成できません）

        - Local=3 （DNS クエリは失敗しました）

- ISR4351 のオプション PING を解決するために、必要とします:

Debug ccsip messages●

デバッグ ccapi inout●

インターフェイスからのパケットキャプチャ CUCM の方のそのポイント●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/packet-capture-on-cucm-appliance-model/ta-p/3118507
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cucm/err_msgs/12_x/ccmalarms1201.html
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