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前提条件 
 

下記のリファレンス ガイドに記載されている前提条件を参照してください。このガイドでは、

VCS クラスタリングに関する説明は含まれません。VCS クラスタを実装している場合は、クラ

スタ内の各 VCS を稼働して構成をレプリケーションしてから、TMS エージェントの複製を有

効化することをお勧めします。 
 

リファレンス ガイド 
 
『TMS Provisioning Deployment Guide（TMS プロビジョニング導入ガイド）』 

 

『TMS Provisioning Troubleshooting Guide（TMS プロビジョニング トラブルシューティング ガイド』 
 

『VCS Authenticating Devices Deployment Guide X7.1（VCS 上でのデバイス認証導入ガイド X7.1』 
 

『VCS Authenticating Devices Deployment Guide X7.0（VCS 上でのデバイス認証導入ガイド X7.0』 
 

『VCS Authenticating Devices Deployment Guide X6.1（VCS 上でのデバイス認証導入ガイド X6.1）』 

http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/tms/config_guide/Cisco_TMS_Provisioning_Deployment_Guide_13-0.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/tms/config_guide/Cisco_TMS_Provisioning_Troubleshooting_Guide_13-0.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/Cisco_VCS_Authenticating_Devices_Deployment_Guide_X7-1.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/Cisco_VCS_Authenticating_Devices_Deployment_Guide_X7-0.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/Cisco_VCS_Authenticating_Devices_Deployment_Guide_X6-1.pdf
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シングル VCS 上で TMS エージェントを有効化するときに表示されるエラー メッセー

ジ 
 

「Unable to connect to the Remote TMS agent（リモート TMS エージェントに接続できま

せん）」 
 

 
 
VCS の [Connection（接続）] タブで DNS ホスト名が指定されていることを確認します。TMS サー
バがリモート TMS エージェントに正常に接続できるようにするには、DNS を適切に設定する必要
があります。「確認する DNS の項目」を参照してください。また、デバイス プロビジョニング キーが
インストールされていることも確認します。インストールされている場合は、VCS コントロールをリ
ブートします。このメッセージが VCS Expressway に表示された場合、これは正常な動作です（デ
バイス プロビジョニング キーが VCS Expressway にインストールされていないため）。 

 

「Failed to enable TMS agent data replication（TMS エージェントのデータ レプリケー
ションの有効化に失敗しました）」 

 

[Activity Status（活動状況）] ページに「Failed to enable TMS agent data replication（TMS エー
ジェントのデータ レプリケーションの有効化に失敗しました）」というメッセージが表示され、障害
の原因に関連するエラーが発生していない場合は、次の手順を実行します。障害の発生原因
がある場合は、このガイドに記載されているその他の一般的なエラーを確認してください。 
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VCS 上での TMS エージェント データベースの再構築 

 
警告：次の手順を実行すると、Movi ユーザはログインできなくなります。現在ログインしてい
るユーザはログイン状態を維持できますが、新たにログインするユーザはレプリケーションが
完了するまでログインできなくなります。 

 
TMS 上でのレプリケーションの無効化 

 
1. TMS の [Systems（システム）] -> [Navigator（ナビゲータ）] ページで、VCS をクリックし、

[TMS Agent（TMS エージェント）] タブを選択します。各 VCS のレプリケーションの
チェック ボックスがオフになっていることを確認します。 

2. 処理が完了するまで待機します（処理には数分かかります。処理が完了すると、
[Activity Status（活動状況）] ページに完了のメッセージが表示されます）。 

 

VCS 上での TMS エージェント データベースの再インストール 

 
1. SSH 経由で各 VCS に root としてログインします。 

2. VCS ごとに tmsagent_destroy_and_purge_data と入力します。 

3. 免責条項を読み、Y キーを押します。「OK」と表示されるまで、この操作を行います。 

 
3 回程度実行しても操作が正常に完了しない場合は、次のコマンドを記載順に入力します。 

4. /etc/init.d/S77provisioning stop 

5. /etc/init.d/S76opends stop 

6. /etc/init.d/S76opends uninstall 

7. /etc/init.d/S76opends start 

8. /etc/init.d/S77provisioning start 

 
問題が引き続き発生する場合は、デバイス プロビジョニング キーを削除し、2 ～ 5 分待ちま
す 。 VCS を リブー ト し てキーを再び追加し 、 さ ら に  2 ～  5 分待ちます 。
tmsagent_destroy_and_purge_data コマンドを実行し、正常に機能しているかを視覚的に確
認します。これで、レプリケーションを有効化できるようになります。 

 

「Directory Service not running（ディレクトリ サービスが実行されていません）」 

ディレクトリ サービスが実行されていないことを通知するアラームが VCS に表示される場合は、
VCS をリブートします。引き続きアラームが表示される場合は、上述の「VCS 上での TMS エー
ジェント データベースの再構築」に記載されている手順を実行してください。 

 

「VCS was not found in the list of replicating agents（エージェントのレプリケーション 

リストに VCS が見つかりませんでした）」 
 

VCS は、プロビジョニング データが TMS エージェントで正常にレプリケーションされるまで、
エージェントのレプリケーション リストに表示されません。[Systems（システム）] -> [Navigator 
（ナビゲータ）] の [TMS Agent（TMS エージェント）] タブに次のエラー メッセージが表示さ
れる場合は、次の手順を実行します。 
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1.  2 ～ 5 分経過したら更新します。レプリケーションを無効化し、再び有効化します。エ
ラーが再び発生する場合は、TMS と VCS が次のポートを経由して通信できるかどう
かを確認します。 

 
 

サービス 

 
プロトコル 

 
ポート 

TMS を基準にした方向 

In Out 

TMS エージェント データ TCP 8989 ○ ○ 

TMS エージェント管理機能 TCP 4444 ○ ○ 
 
 

ポート 8989 は、すべてのレプリケーション パートナー間で使用されるレプリケーション ポート
であるため、このポートをネットワーク内の各 TMS と VCS 間で開く必要があります。このポー
ト上で通信されるトラフィックは暗号化されています。 

 

TMS と VCS 間にファイアウォールを配置している場合は、上記のポートに加え、ポート 80  

（http）と 443（https）を開く必要があります。 
 

レプリケーションを有効化するときに表示される DNS のエラー メッセージ 
 

次のエラーが表示される場合 
 

- 「Unable to enable replication for 'vcs'. A DNS lookup of the TMS host name on this VCS 
does not match the TMS IP address.（「vcs」のレプリケーションを有効化できません。この VCS 
の TMS ホスト名の DNS ルックアップは、TMS の IP アドレスと一致していません）」 

- 「Failed to enable TMS agent data replication for 'vcs'（「vcs」の TMS エージェントのデータ レ
プリケーションの有効化に失敗しました）」 

- 「The event failed to complete. Details: TMS agent data replication setup failed for the 
following system(s): vcs（イベントを完了できませんでした。詳細：TMS エージェントのデータ 
レプリケーションを次のシステムに対して設定できませんでした：vcs）」 

 

確認する DNS の項目 
 

1. TMS にリモート デスクトップ接続します。コマンド プロンプトを開き、[TMS Agent Settings
（TMS エージェント設定）] ページの下部に表示されるネットワーク アドレスに一致する 
FQDN の nslookup コマンドを実行します。このページを表示するには、[Administrative 
Tools（管理ツール）] - > [Configuration（設定）] を選択します。TMS の例: nslookup 
TANDBERG-MS.tandberg.com 

 
TMS が冗長設定されている場合は、TMS ごとに解決可能なフォワード レコードが必要です。 

 

レコードは、Windows マシンの物理ホスト名と一致している必要はありません。ただし、異なる
ホスト名または IP アドレスに複数のフォワード ルックアップやリバース ルックアップを割り当て
ている場合、DNS ルックアップが失敗する可能性があります。 

 

TMS にフォワード レコードが作成されると、この問題は解決します。 
 

DNS のリバース レコードを複数作成した場合、旧バージョンの TMS で問題が発生する可能性
があることが確認されています。この問題を解消するために、リバース レコードを1 つに限定して
おくことをお勧めします。これを確認するには、IP アドレスの nslookup を実行します。例：
nslookup 10.10.0.1 
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リモート TMS エージェントからのローカル TMS エージェントの復元 
 

 

*注：この手順は、TMS サーバの TMS エージェント データベースが破損しているが VCS データベー

スは稼働している場合、または TMSのバックアップが存在しない場合に行います。* 

 
1. レプリケーションの無効化手順を実行した後、VCS の TMS エージェントの複製を停止します。 

2. [Maintenance（メンテナンス）] -> [Backup and restore（バックアップと復元）] ページに移動して、

[Create TMS Agent backup file（TMS エージェント バックアップ ファイルの作成）] ボタンをクリッ

クします。 

このファイルは tar.gz 形式で保存されます。 

3. tar.gz ファイルを 7-Zip で開き、下図のような画面が表示されるまでフォルダをクリックします。 

 

 
 

4. ファイルを既知の場所に展開します。 

5. ファイルを選択し、右クリックして下図のメニューを選択します。 
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6.  zip フォルダを作成したら、このフォルダをダブルクリックしてファイル内にすべてのフォルダ
が格納されていることを確認します。 

*注：zip フォルダをダブルクリックした際、フォルダおよび app.config の表示にクリックする必
要があるディレクトリが 1 つの場合、処理が正常に行われなくなります。* 

 
7. フォルダ名を「TMSAgentBackup.<年><月><日><時刻>」に変更します。例：

TMSAgentBackup.201011071300 

時刻は 24 時間形式で指定する必要があります。たとえば、上記の例は午後 1 時を表してい
ます。 

 
8. すべてのデバイスのレプリケーションが無効になっていることを確認します。これには、TMS 

冗長設定内の TMS エージェント間のレプリケーションも対象に入ります。 

 
9. [Administrative Tools（管理ツール）] -> [Configuration（設定）] -> [TMS Agent Settings 

（TMS エージェント設定）] ページで、エージェントのレプリケーション リストを消去します。 

 
10. TMS に RDP 接続し、[TMS Agent Settings（TMS エージェント設定）] ページに表示されて
いるバックアップ ディレクトリに移動します。 

 
11. TMSAgentBackup.201011071300.zip という名前の新しいファイルをバックアップ ディレクトリ
にコピーします。 

 
12. [TMS Agent Settings（TMS エージェント設定）] ページを更新します。新たに追加したファイ
ルが下図のドロップダウン ボックスに追加されます。 
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13. [Restore Now（今すぐ復元）] ボタンをクリックします。 

14. TMS エージェントのデータが正常に復元されたら、ローカル TMS エージェントで TMS 

エージェント診断を実行します。 

15. プロビジョニング ディレクトリに移動し、設定およびユーザが表示されていることを確認し

ます。 

16. VCS 上でレプリケーションを再び有効化します。 
 

 

ローカル TMS エージェント データベースのインデックスの手動による再構築 
 
このプロセスは、TMS バージョン 13.1 以降を使用しており、[Fix（修正）] ボタンをクリックした後、

ローカル TMS エージェント診断の実行中にインデックス エラーが発生する場合に実施します。 

 
1. TMS に RDP 接続します。 

2. [Start（スタート）] -> [Run（実行）] を選択し、%OPENDS_HOME%¥bat と入力します。 

3. ファイル control-panel.bat を開き、LDAP 設定パスワード（デフォルト：
TANDBERG）を使用してログインします。次の図のように表示されます。 

4. [Verify Indexes（インデックスの検証）] をクリックします。 
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5. 次の図のような画面が表示されます。 

6. 使用可能なインデックスをすべて選択し、[Add >（追加 >）] ボタンをクリックします。 

 

 
 

 
 

 

7. 終了したら、同じ手順を繰り返します。ただし、今回は [OpenDS Control Panel（OpenDS コ

ントロール パネル）] ページの [Rebuild Indexes（インデックスの再構築）] をクリックします。 

 

高遅延環境での TMS エージェントの有効化 
 
VCS 上でレプリケーションを有効化する場合、TMS エージェントがすべてのレプリケーション 

ピア（TMS エージェントが TMS や VCS などを実行するデバイス）に対して適切に稼働してレ
プリケーションできる最大ラウンドトリップ遅延は 300 ミリ秒です。レプリケーション ピア間のラウ
ンドトリップ遅延が 200 ミリ秒を超えると、レプリケーションの際にインフラストラクチャで問題が
発生する可能性があります。 

 

ネットワークの遅延が大きい場合、レプリケーションを有効化しているときに問題が発生する可
能性が高くなります。このような場合、次の 3 つのシナリオが想定されます。 
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1. レプリケーションが正常に行われる 

2. TMS エージェントの初期化メソッド前にエラーが発生する 

3. TMS エージェントの初期化メソッド後にエラーが発生する 2 種類のエラーのトラブ

ルシューティング手順について説明します。 

 

レプリケーションの実行中は、[Activity Status（活動状況）] ページの [Enable TMS agent data 

replication for system(s) event（システム イベントの TMS エージェントのデータ複製を有効化）] 

をクリックして、複製の進行状況を確認できます。 

レプリケーション中はページが自動更新されないため、ページを更新する必要があります。 

「VCS 名での TMS エージェントの初期化」前にエラーが発生する場合は、「Rebuilding the  

OpenDS database on VCS（VCS 上での OpenDS データベースの再構築）」を参照してください 
 

「VCS 名での TMS エージェントの初期化」ステータスの後にエラーが発生する場合は、[TMS 

Agent diagnostics（TMS エージェント診断）] ページで VCS に対して TMS エージェント診断を

実行します。ほとんどが緑色のチェック マークの場合、Jabber または Movi クライアントをテストし

て、ログインしているかどうかを確認します。赤色のチェック マークの場合、レプリケーション処理

が失敗しており、VCS 上での OpenDS データベースの再構築を実行する必要があります。 
 

TMS 上での TMS エージェント データベース パスワードのリセット 
 
[TMS Agent Settings（TMS エージェント設定）] ページで TMS エージェントのパスワードを設定

しているときに、不明なエラーが発生する場合、次に示す手順を実行すると、ディレクトリ マネー

ジャのパスワードをデフォルトの TANDBERG にリセットできます。この手順は、すべてのデバイ

スにおいてレプリケーションを無効化して行う必要があります。これには、TMS 冗長設定内の 

TMS エージェント間のレプリケーションも対象に入ります。 

 
1. コマンド プロンプトを開きます。 

2. OpenDS-2.0¥bat ディレクトリに移動します。 

cd %OPENDS_HOME%¥bat 

3. 次のコマンドを実行します。 

encode-password.bat -s SSHA512 -c TANDBERG > C:¥ENCPASSWORD.txt 

4. TMSAgent Windows サービスを停止します。これによって OpenDS Windows サービスも

停止します。 

5. 次のファイルを開きます。 

%OPENDS_HOME%¥config¥config.ldif 
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6. 次のセクションを検索します。 

dn: cn=Directory Manager,cn=Root DNs,cn=config 

objectClass: person 

objectClass: organizationalPerson 

objectClass: inetOrgPerson 

objectClass: top 

objectClass: ds-cfg-root-dn-user 

userPassword: 

{SSHA512}KFfaERuBiOesVUg/mf7EB4xqq5eOOPFDuVBiZCPaBetrgN92rwbeJTPiP 

Z+I3ferqN8D4UgnA5jIBLRbrtUFT9Jld/vN85dg 

7. userPassword 文字列を ENCPASSWORD.TXT に記述されている文字列に置き換えま

す（引用符は付けません）。 

8. 次のディレクトリに格納されている app.config ファイルを削除するか名前を変更します。
TANDBERG¥TMS¥wwwTMS¥Data¥TMSAgent¥app.config 

9. TMSAgent Windows サービスを開始します。これによって約 1 分後に、OpenDS 

Windows サービスも開始します。 

10. TMS ポータルで、[Administrative Tools（管理ツール）] > [TMS Agent Settings（TMS エー
ジェント設定）] を選択します。 

11. 各パスワード フィールドの値を TANDBERG に変更します。 

12. 処理が完了したら、次の手順を実行します。 

TMSAgent Windows サービスを停止します。これによって OpenDS サービスも停止します。 

13. 次のディレクトリの app.config ファイルを削除するか名前を変更します。
TANDBERG¥TMS¥wwwTMS¥Data¥TMSAgent¥app.config 

14. TMSAgent Windows サービスを開始します。これによって OpenDS Windows サービスが

再開します。 

 
TMSAgent Windows サービスと OpenDS Windows サービスが実行中かどうかを確認する別の方

法として、[Windows タスク マネージャ] を開き、[プロセス] タブを選択して、実行中の java.exe プ

ロセスが 2 つあるかどうかを確認します。最初のプロセスはすぐに開始します。2 番目のインスタン

スは、開始するまで 1 ～ 2 分かかる場合があります。この方法では、サービスが実行中であること

は確認できます。ただし、適切に実行されているかどうかを把握できるわけではありません。 
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レプリケーション ステータスの確認 
 
VCS のレプリケーション ステータスを確認することで、複製に関する問題を容易に特定できます。ステー

タスを確認するには、[Systems（システム）] -> [Navigator（ナビゲータ）] に移動し、VCS を選択します。

[TMS Agent（TMS エージェント）] タブをクリックし、[Show replication status（レプリケーション ステータス

の表示）] ボタンをクリックします。次の図のようなドロップダウン ボックスが表示されます。 

 

 
 

このボックスにエラーが記載されている場合、複製に関する問題を修正するための次の手順を容易に

決定できます。また、ポートがブロックされているかどうかも簡単に特定できます。 


