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概要

このドキュメントでは、クラスタ内の Cisco CallManager サーバ上で実行されている DC
Directory Server サービス間でのディレクトリの複製問題を解決する方法を説明します。

この手順はバージョン 3.0(5a) から 3.3.x. で稼働する Cisco CallManager サーバに適用されます
。

注: このドキュメントで説明した DC Directory のスクリプト (1.0.7) は Cisco CallManager 3.0(5a)
から 3.3(2c) でのみ使用されます。

注: Cisco CallManager 3.3(3) 以降、ディレクトリ スキーマ バージョンが変更されています。 し
たがって、スクリプトは Cisco CallManager 3.3(3) にすでに組み込まれており、後でダウンロー



ドする必要はありません。 Cisco CallManager 3.3(3) 以降を実行する場合は、「再設定」セクシ
ョンの手順を参照してください。

このリストでは、この問題に関連する症状について説明しています。

Cisco CallManager パブリッシャ サーバに正しいユーザ データがある。 ただし、1 つ以上の
Cisco CallManager サブスクライバ サーバにユーザ データがないか、パブリッシャのデータ
ベースに比べてユーザ データが古くなっている。

●

Cisco CallManager パブリッシャ サーバ上の DC Directory サービスの起動に時間がかかる
（起動時に停止したようになる）。

●

Cisco CallManager のパブリッシャまたはサブスクライバのどちらか、あるいはその両方の
Application Event Viewer に、DC Directory レプリケーション エラーが記録される。

●

C:\\dcdsrvr\\run\\dcx500\\dcx500.out を調べると、重複したり、無効になっている複製契約が
ある。

●

注: BARS でのバックアップ中に Cisco CallManager パブリッシャのアプリケーション ログに記
録される DC Directory Server has been QUIESCED という DC Directory メッセージは正常なも
のです。 QUIESCED は、他のプロセスの一部が現在、リソースの大部分を制御しているため、
DC Directory がサーバから十分なリソースを得られないことを示しています。 基本的には、
Cisco CallManager は実行中のものが完了するまで DC Directory サービスを一時停止します。 こ
のため、パブリッシャ サーバで多数のリソースを必要とするタスクが実行されている場合、この
エラーが発生したとしても正常とみなされます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

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。

クラスタ内のすべてのサーバでの、Cisco CallManager 3.0(5a) から 3.3(2c)。●

クラスタ内のすべてのサーバのディレクトリ記憶域として使用される、組み込みの DC
Directory サーバ。

●

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、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。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

無効な複製契約があると、DC Directory データベース（C:\dcdsrvr\run\dcx500\database のファイ
ル）は膨大になります（100 MB 以上）。 このため、DC Directory はシャットダウンおよび起動
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に時間がかかることになります。 契約の重複や無効な契約は、次に示す理由によって引き起こさ
れます。

Cisco Customer Response Application（CRA）サーバ（または Cisco CallManager サブスク
ライバ）を 1 回以上再インストールしている（CRA サーバまたは Cisco CallManager サー
バを再インストールするたびに、サブスクライバに対する新しい複製契約がパブリッシャ側
に作成される）。

1.

CRA サーバ（または Cisco CallManager サブスクライバ）がすでに存在し、Cisco
CallManager クラスタの DC Directory 再設定手順を実行せずに破棄されている。注: ディレ
クトリ ノードを Cisco CallManager クラスタから削除しても、削除されたサブスクライバ
に対する DC Directory レプリケーション契約は自動的に削除されません。

2.

サブスクライバ上で avvid_scfg コマンドを複数回、手動で実行している（たとえば、DC
Directory の一部を再設定しようとしたなど）。警告： DC Directory の一部を再設定しない
でください（たとえば、パブリッシャと CRA サーバや CallManager サブスクライバにおい
て cleandsa を実行せずに avvid_scfg を実行することは避けてください）。

3.

データベースがこれほど大きくなる根本的な原因は、DC Directory が、複製に失敗する度にそれ
ぞれの複製処理の状態を保存しようとするためです。 長期にわたって無効な複製契約に関する状
態情報が保存されると、データベースが数百 MB になります。

DC Directory レプリケーションと SQLServer レプリケーションを混同しないでください。 これ
らは、完全に独立した 2 つのプロセスです。

Cisco CallManager サブスクライバまたは CRA サーバ 2.2(4) 以前、あるいは CRA サーバ 3.0(1)
を再インストールする場合、DC Directory の再設定をクラスタ内のすべてのノードで行う必要が
あります。 これにはスタンドアロン CRA サーバも含まれます。 DC Directory パブリッシャを開
始します。

解決策

これらのタスクを実行するには、次のことが必要です。

メディア コンバージェンス サーバ（MCS）のコンソールに
Keyboard/Video/Mouse（KVM）スイッチを使用して直接接続する。または

●

Telnet を使用してサーバに接続する。●

Terminal Services Client で接続してこれらの作業を実行することは、完全にはテストされていな
いため、予想外の結果になることがあります。 この手順の実行にあたっては、ダウンタイムを予
定することをお勧めします。 次の 2 つの手順があります。

インストール1.
再設定2.

インストール

インストールするには、次の手順を実行します。

Cisco CallManager バージョン 3.2 の Web サイトから DCDScripts.1-0-7.exe をダウンロー
ドします（登録ユーザ専用）。 3.3 より前の Cisco CallManager バージョンを実行する場合
のみ、これらのスクリプトをダウンロードします。 バージョン 3.3 以降については、スクリ
プトが c:\dvdsrvr\bin folder に含まれているためダウンロードする必要はありません。 Cisco

1.
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CallManager の新しいバージョンで DCDScripts.1-0-7.exe ファイルをインストールして実行
すると、システム エラーになります。
Cisco CallManager クラスタにあるすべてのノードと CRA/CRS アプリケーション サーバに
DCDScripts.1-0-7.exe をコピーし、実行します。 確認を求められたらデフォルト設定を使
用し、[Unzip] をクリックします。注: CPU 使用率の上昇を回避するため、スクリプトはオ
フピーク時に実行してください。

2.

再設定

インストール後に DC Directory を再設定する場合には 2 種類のシナリオがあります。

DC Directory データベースが 100 Mb より大きい場合は、このドキュメントの「Cisco
CallManager パブリッシャの DC Directory 再設定（データベースが 100 Mb より大きい場合
）」を参照してください。

1.

DC Directory データベースが 100 Mb より小さい場合は、このドキュメントの「Cisco
CallManager パブリッシャの DC Directory 再設定（データベースが 100 Mb より大きい場合
）」を参照してください。

2.

Cisco CallManager パブリッシャの DC Directory 再設定（データベースが 100 Mb
より大きい場合）

この手順では、作業中に失敗した場合に備えて、パブリッシャ側の Cisco CallManager サーバに
ある DC Directory 内のユーザ データのバックアップを行います。 この手順は、DC Directory デ
ータベース（C:\dcdsrvr\run\dcx500\database）が 100 Mb よりも大きくなった場合にも役立ちま
す。

Cisco Unified Communications Manager のアップグレード中に、 DC Directory Server  

注: Cisco Security Agent（CSA）サービスは、Cisco CallManager 上で（オペレーティング シス
テムを含め）ソフトウェアをインストール、アンインストール、またはアップグレードする前に
無効にする必要があります。 エージェントは、「Cisco Security Agent サービスの無効化および
再有効化」で説明されている方法を使用して無効にする必要があります。 インストールまたはア
ップグレード中にサービスが再度有効にならないようにしてください。 これを怠ると、インスト
ールまたはアップグレードで問題が生じることがあります。 ソフトウェアのインストールまたは
アップグレード後は、CSA を再度有効にしてから、Cisco Unified CallManager サーバの監視を再
開する必要があります。

現在のディレクトリ情報をバックアップします。 MCS バックアップ ユーティリティを使用
するか、DOS コマンド プロンプトで dcbckdib /y backup C:\dcdsrvr\backup コマンドを実行
します。注: dcbckdib /y backup C:\dcdsrvr\backup コマンドを実行するには、最初に
C:\dcdsrvr\backup フォルダーが必要です。

1.

Publisher サーバでは、管理者としてログインしてコマンド プロンプトを開きます。 そのた
めに、[Start] > [Run] を選択し、cmd を入力します。

2.

avvid_migrate_save.cmd servernamepassword コマンドを入力し、確認を求められたら任意
のキーを押します。このコマンドの出力は次のようになります。
C:\>avvid_migrate_save jayas-w2k ciscocisco

A subdirectory or file C:\dcdsrvr\log already exists.

****************************************

*                                      *

* -- CISCO User Preferences Support -- *

3.
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*                                      *

****************************************

A subdirectory or file C:\dcdsrvr\suspense already exists.

Run the perl script avvid_migrate_save.pl

A subdirectory or file C:\dcdsrvr\log already exists.

A subdirectory or file C:\dcdsrvr\run\DCX500\config\Migration-Backup

already exists.

Saving User Information...

Saving Profile Information...

Saving Apps20 Information...

Saving Admin Information...

Saving PA node Information...

Saving E911 node Information...

Saving systemProfile...

Saving MITRA data...

Saving Groups data...

C:\>

DC Directory サービスを停止します。 コマンド プロンプトから net stop dcdirectory を入力
します。

4.

cleandsa.cmd を実行します。cleandsa.cmd レポートがサポートされていない場合は
deletedib.cmd を実行します。

5.

avvid_migrate_cfg.exe を実行します。（使用：avvid_migrate_cfg password ）6.
avvid_migrate_restore.cmd を実行します。（使用：avvid_migrate_restore Server Name
DCDpassword ）

7.

reconfig_cluster.cmd を実行します。（使用：reconfig_cluster DCDAdminPassword ）この
コマンドによって、すべての Cisco CallManager サブスクライバへの複製が同意されます。
Cisco CallManager サブスクライバ上で作業する必要はありません。

8.

Cisco CallManager パブリッシャの DC Directory 再設定（データベースが 100 Mb
より小さい場合）

次の手順を実行して、DC Directory データベース（C:\\dcdsrvr\\run\\dcx500\\database）が 100
Mb より小さい場合に、Cisco CallManager パブリッシャの DC Directory を再設定します。

reconfig_cluster.cmd を実行します。

このコマンドによって、すべての Cisco CallManager サブスクライバ サーバへの複製が同意され
ます。 Cisco CallManager サブスクライバ上で追加の手順を実行する必要はありません。

CRA/CRS サーバの DC Directory 再設定

次の手順を実行して、CRA/CRS サーバの DC Directory を再設定します。

DC Directory サービスを停止します。1.
サポートされないことを cleandsa.cmd か deletedib.cmdif cleandsa.cmd を報告します実行
して下さい。

2.

avvid_scfg.cmd を実行します。（使用：reconfig_cluster DCDAdminPassword ）注: 注：ネ
ットワーク上に単一の Cisco CallManager サーバがある場合、CRA/CRS が併設されている
かに関わらず、reconfig_cluster.cmd を実行する必要があります。 この場合、上記の Cisco
CRA/CRS サーバ用の手順は実行しないでください。注: Cisco CallManager サーバの

3.



3.2(2c) 以前、CRA 2.2(4) 以前、および CRA 3.0(1) をアップグレード、再インストール、ま
たは追加する場合、「インストール」のセクションを参照して DCDScripts.1-0-7.exe をコ
ピーおよび実行する必要があります。

DC Directory を使用した Cisco CallManager のユーザ ID の変更

ユーザ ID は Cisco CallManager 内の各ユーザの識別に使用されます。 デフォルトでは、Cisco
CallManager ではユーザ ID を変更できません。 必要であれば、この手順で DC Directory 管理者
を使用して変更できます。

[Start] > [Programs] > [DC Directory Administrator] と選択して、[DC Directory Administrator]
にログインします。

1.

[Users] をクリックします。ユーザの一覧がウィンドウの右側に表示されます。 ユーザ ID
を変更する必要があるユーザをダブルクリックします。

2.

[E-mail] タブに移動して [Modify] をクリックします。3.
[Internet] の値に対して指定したユーザ ID を変更し、[Apply]、[OK] をクリックします。4.

ユーザ ID が変更されたかどうかを検証するには、次の手順を実行します。

Cisco CallManager Administration ページへ移動します。1.
[User] > [Add a New User] をクリックします。2.
新しいユーザ ID で [Basic Search] をクリックし、そのユーザ ID が変更されているかどうか
を確認します。

3.

問題：DC Directory からユーザを削除できない

DC Directory のユーザを削除しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。

Could not delete user. UserID = "<username>"

解決策

この問題は、DC Directory サービスが停止していると発生する場合があります。 この問題を解決
するには、[Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Services] の順に選択して、DC
Directory サーバを再起動します。 これでユーザの削除が可能になりました。

注: 部署名の検索には、パターン一致と完全一致を使用できます。 部署名が空白の場合は、?、-
、*、% のように記号に基づくワイルドカードなどの、パターン一致を使用します。

エラー： 無料接続のコントロール ブロックがありません：接続
が拒否されました。

この DC Directory エラー メッセージはイベント ビューアに表示されます。

Event Type:Warning

Event Source:DCDirectory

Event Category:Configuration

Event ID:9415



Date:1/30/2009

Time:11:10:31 AM

User:N/A

Computer:QPUB

Description:

(BASE IL NEW CONNECT(47) Proc 88, Sev 14)

           No free connection control blocks - connection refused. This

           indicates that the maximum number of simultaneous TCP/IP

           connections has been reached, and further connection

           attempts will fail until one of the existing connections

           has been closed.

             Socket ID                D4859209

             Component                LDAP

             Number of CBs configured 504

解決策

バージョン 3 以降、DC Directory ではキープアライブ ソケット オプションを使用して切断され
ている接続を検出します。 ただし、キープアライブ信号が 1 ミリ秒以上遅延すると、一部の接続
が時間内に開放されておらず、短時間のうちにシステムが上限に達するため、エラーが生成され
ます。 この動作は、ファイアウォールのアイドル接続がタイムアウトしたときに、ファイアウォ
ールの背後のクライアントが新しい接続を繰り返しオープンする原因にもなります。 また、クラ
イアントが再起動されると、サーバ側で古い接続が解除されていないため、時間とともに、DC
Directory の LDAP 接続最大許容数 500 の制限を超えることがあります。

これらのオープンな接続の実質的な影響は小さく、運用に影響することはありません。 これらは
オペレーティング システムでの分単位のオーバーヘッドの原因になり、受信 LDAP 接続に設定さ
れている上限に対して数が増加します。

Cisco CallManager で何らかの影響がなければ、この動作は現時点では問題が現れません。 前述
のとおり、この種のエラーは、DCD や IPCC へのユーザのログイン時の問題などの動作をひき起
こすことがあります。 これが原因の場合、このエラーは何百回も繰り返されることになります。

このエラーがシステムに影響すると検出された場合は、この DC Directory/LDAP 接続を強制的に
切断することができます。 これを行うには、[Services] で DC Directory サーバを停止し、再起動
します。 DC Directory サーバの停止と再起動については、「CallManager が DC Directory をオー
プンできない」を参照してください。

「Error 1096: AvDSAD にそのドメインのドメイン コントローラ
がなく、Active Directory から取得できませんでした。

このエラー メッセージはイベント ビューアに表示されます。

Event Type:Error

Event Source:CiscoUnity_DSAD

Event Category:Warning

Event ID:1096

Date:08/05/2009

Time:4:09:19 PM

User:N/A

Description:

Computer:CLUSTER8-UNITY

Description:

The AvDSAD does not have a domain controller for the domain, and could not
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get one from Active Directory. Ensure that a domain controller exists for this

domain, that no DNS issues exist, and that The Cisco Unity service that monitors

Active Directory (AvDSAD) account has the proper rights.

解決策

このエラーを解消するには、DC/GC ツールを開き、[Force Reconnect] を実行します。 状況によ
っては、DCGC 再接続ツールに空白のドメインが表示されることがあります。 その場合、次の手
順を実行してデータベースから DC を削除し、[Force Reconnect] を実行します。

[Start] > [Programs] > [SQL] > [Enterprise Manager] の順に選択します。1.
[local] > [Database] > [UnityDb] > [Tables] と展開します。2.
[ADDomain] を右クリックして [Open Table] > [Return all rows] を選択します。3.
空白ドメインのエントリを削除します。4.
DCGC ツールを開き、DC との [Force Reconnect] を実行します。5.

イベント 9415： 無料接続のコントロール ブロックがありません
：接続が拒否されました。

Cisco CallManager アプリケーションのログに、次のエラー メッセージが表示されます。

Event Type:Warning

Event Source:DCDirectory

Event Category:Configuration

Event ID:9415

Date:mm/dd/yy

Time:2:42:25 AM

User:N/A

Computer:abc

Description:

(BASE IL NEW CONNECT(47) Proc 88, Sev 14)

           No free connection control blocks - connection refused. This

           indicates that the maximum number of simultaneous TCP/IP

           connections has been reached, and further connection

           attempts will fail until one of the existing connections

           has been closed.

             Socket ID                24E27308

             Component                LDAP

             Number of CBs configured 504

解決策

この問題を解決するには、C:\dcdsrvr\run\dccustom.ini の MAXLDAPConnections を 2000 に増や
し、DCD サービスを再開します。

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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