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概要

このドキュメントでは、Cisco MobilityManager Interactive Voice Responder（IVR）が着信コー
ルを受信した場合に無音で応答する理由、および Cisco CallManager 環境での解決方法について
説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco CallManager●

Cisco MobilityManager●

Cisco IOS®●

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 CallManager 4.2●

Cisco MobilityManager バージョン 1.2●

Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.4(5.9)●

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

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

これは Cisco MobilityManager 環境の H.323 ゲートウェイにおける IVR への着信コールの正常な
データ フローです（図 1 を参照）：

H.323 ゲートウェイ上の IVR に着信コールがあります。1.
ゲートウェイ IVR は、Cisco MobilityManager とデータをやり取りすることによって、プロ
ンプトの処理をしたり、認証のデータを収集したり、ユーザがダイヤルする宛先番号を受信
したりします。 Cisco MobilityManager は、発信者の ID を確認し、宛先番号情報を収集しま
す。

2.

次に Cisco MobilityManager は、ゲートウェイからのコールを、選択された出力 CTIPort に
転送します。

3.

Cisco MobilityManager は、ユーザの共有回線 CTIPort を使用することによって、接続先番
号へのコールを発信します。

4.

宛先番号が応答すると、Cisco MobilityManager はメディア操作を実行し、コールはリモー
ト接続先と宛先番号間の接続状態になります。

5.

コールがこの接続状態になると、以下のシーケンスが発生します。

H.323 ゲートウェイ上の IVR に着信コールがあります。1.
着信コールが IVR に到達すると、発信者は無音を受け取ります。 ゲートウェイ IVR は、プ
ロンプトを処理しません。

2.

図 1 — Cisco MobilityManager トポロジ

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


解決策

この問題は、H.323 ゲートウェイで動作する Cisco IOS ソフトウェアに関連しています。 次のコ
マンドを実行して、VXML アプリケーション/サービスが正しくロードされているかどうかを確認
します。

show call application voice <app name>

VXML アプリケーションが正しくロードされているなら、次のような VXML ページが表示されま
す。

VXML Application snr3

            URL=http://172.22.120.104:8080/cmmivr/pages/IVRMainpage.vxml

            Security not trusted

            No languages configured

            It has: 0 calls active.

                    7 incoming calls

                    0 calls handed off to it

                    3 call transfers initiated

                    35 pages loaded,  35 successful

                    38 prompt play attempts, 38 successful

                    0 recorded messages

                    The transfer mode is 'rotary'(Default)

            Interpreted by Voice Browser Version 2.0 for VoiceXML 1.0 & 2.0.



        The VXML Script is:

        ------------------

        <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

        <vxml version="1.0">

           <form id="main">

              <block>

                <prompt>

                  <audio src="http://172.22.120.104:8080/cmmivr/audio/english/1.au"/>

                </prompt>

                <var name="callerid" />

                <assign name="callerid" expr="session.telephone.ani"/>

                <var name="langdir" />

                <assign name="langdir" expr="'english'"/>

                <if cond="callerid !='blocked' " >

                   <submit next="http://172.22.120.104:8080/cmmivr/IVRCalleridLookup.do"

                    method="get" namelist="callerid langdir"/>

                <else />

                   <goto next="#Getuserid"/>

                </if>

              </block>

           </form>

          <form id="Getuserid">

              <field name="userid" type="digits?minlength=3;maxlength=16">

                 <prompt>

                    <audio src="http://172.22.120.104:8080/cmmivr/audio/english/2.au"/>

                 </prompt>

                 <noinput count="3">

                 <exit/>

                 </noinput>

                 <filled>

                   <var name="callerid" />

                   <assign name="callerid" expr="null"/>

                   <var name="langdir" />

                   <assign name="langdir" expr="'english'"/>

                   <submit next="http://172.22.120.104:8080/cmmivr/IVRUseridLookup.do"

                    method="get" namelist="userid callerid langdir"/>

                 </filled>

              </field>

           </form>

        </vxml>

次に、IP アドレスを検索します。 IP アドレスが適切でない場合、または null の場合、以下の手
順を実行してください。

Cisco MobilityManager サーバを確認して、ホスト名を設定します。 Cisco MobilityManager
バージョン 1.1.2 では、プラットフォーム管理ページでこの情報を手動で入力する必要があ
ります。

1.

Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認します。 Cisco IOS ソフトウェア リリース2.



   

12.4(5.9) には不具合があります。 Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4(7) 以降にアップ
グレードすることを推奨します。 Cisco Bug ID CSCej70517（登録ユーザ専用）を参照して
ください。
Cisco MobilityManager を再起動します。3.
ゲートウェイのアプリケーションをリロードします。4.

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声と IP 通信製品サポート●

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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