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概要

この文書に別のサーバ、または修正を用いる同じサーバに CUCM データベースの一部分をエクス
ポートするか、またはインポートするのに Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バ
ルクアドミニストレーションツール （BAT）でインポート/Export メニューを使用する方法を記
述されています。

前提条件

要件

CUCM について十分に理解しておくことをお勧めします。

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は CUCM 10.5.2.12900-14 に基づいています。

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。 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。

背景説明

時々変更がさまざまなデバイス プールまたはパーティションとの複数の電話およびデバイス プロ



ファイルのためであるために意味される場合電話およびデバイス プロファイルへの変更または
BAT アップデート/メニューを検証させますの単一ジョブ タスクの他のコンポーネント設定にで
きません。 このメニューを使うとデバイス プロファイルあらゆるランダム電話への変更を行なう
ことができ、単一ジョブのルートパターン等は任せます。 これはインストール済み CUCM サー
バへ前もって構成されたデータベースをインポートすることによって必要となる設定時間を減ら
します。 これらのトピックはこれらのタスクを遂行するために手順を提供します:

設定のエクスポート●

.tar ファイルの編集●

設定のインポート●

設定

設定をエクスポートして下さい

コンフィギュレーションデータを CUCM からエクスポートするために、この手順を使用して下さ
い。

ステップ 1. SelectBulk Administration > インポート/Export> エクスポート。

エクスポート Data ウィンドウはこれを表示します:

ステップ 2： ジョブ インフォメーション セクションでは、Tar ネーム フィールドで、拡張なし
で、.tar ファイル名を入力して下さい。 BPS はコンフィギュレーションの詳細をエクスポートす
るのにこのファイル名を使用します。

同時にエクスポートされるすべてのファイルは一緒に組み込まれて（.tar）得、サーバからダウン
ロードすることができます。

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/8_5_1/bat-851-cm/t13cnftl.html#wp1046857
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/8_5_1/bat-851-cm/t13cnftl.html#wp1047202
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/8_5_1/bat-851-cm/t13cnimp.html#wpxref71525


ステップ 3： セクションをエクスポートする選定された項目ではこれらのオプションからのシス
テム データの下で適切なチェックボックスをチェックして下さい:

電話およびデバイス プロファイルはこの資料で一例として使用されます。 要件に基づいてオプシ
ョンを選択できます。

ステップ 4 すべてのチェックボックスおよびすべてのチェックボックスをクリアするためにクリ
ア All ボタンをすぐにチェックするのに Select All ボタンを使用できます。

ステップ 5 ジョブ Description フィールドでは、ジョブに提供したいと思う説明を入力して下さ
い。 エクスポート設定はデフォルト説明です。

ステップ 6 ジョブまたはそれ以降をすぐに実行し、対応する Radio ボタンを選択することを選択
できます。

ステップ 7.関連するレコードがまたエクスポートされるようにするために表の相互依存があるよ
うに確認するために、チェック 依存関係をクリックして下さい。

注: 依存関係をチェックした後のチェックボックス選択解除できます。 またスキップするオ
プションがありま依存関係をチェックします。

チェック 依存関係は依存関係の 1 つのレベルまで依存アイテムを選択します。 たとえば項目が
CSS によって決まれば、そして CSS だけ選択され、CSS によってが依存する項目は選択されま



せん。

ステップ 8.ジョブを選択したデータを作成するために作成するために『SUBMIT』 をクリック し
て下さい。

Status セクションのメッセージはジョブが正常に入ったことを知らせます。

ステップ 9 このジョブをスケジュールしたりおよび/またはアクティブにするのにバルク管理 メ
インメニューでジョブ・スケジューラー オプションを使用して下さい。

バルク Administration > ジョブ・スケジューラーを > 『Find』 をクリック し、捜します最後のジ
ョブ ID を選択して下さい。

すぐに動作するためにオプションを選択するのでジョブは自動的に完了します。 オプション実行
以降をチェックする場合、ジョブ ID を選択し、それを処理するために手動でアクティブにする必
要があります。

.tar ファイルを編集して下さい

tarファイルは CSV ファイルおよびヘッダー ファイルでリストを構成します。 ヘッダー ファイ
ルがからの示すのにエクスポートが遂行された時間遂行されたサーバの詳細を使用することがで
き。 ヘッダー ファイルにまたパッケージでファイルの詳細があります。
必要なデータをエクスポートした後設定への変更を行ないたいと思えば、この手順の .tar エクス
ポートされたファイルの編集によってそうすることができます:

ステップ 10 この場合バルク Administration > アップロード/ダウンロード ファイルを選択して下
さい

アップ ロード/Download ウィンドウから tarファイルを選択し、選択される『Download』 をクリ
ック して下さい。



Step11. tar xvf コマンドでマシンの位置に .tar ファイルを tar 解除して下さい。

規定 した 位置に得られる .csv ファイル gets。

注: tar xvf コマンドは Windows サーバ、TAR および UNTAR するオペレーションでです
World Wide Web （WWW）で利用可能なフリーウェアである 7 Zip との Windows で可能性
のある動作しないかもしれません。

.csv ファイルの名前は項目名と同じ常にです。 .csv ファイルを編集し、変更を保存するのに MS
Excel を使用して下さい。 Notepad/ワードパッドが付いている .csv ファイルをまた編集できます
が Cisco は .csv ファイルを編集するために MS Excel を利用することを推奨します。

編集のためにメモ帳かワードパッドを使用することにする場合ファイルフォーマットの各 New エ
ントリのためのコンマを追加するようにして下さい。

.csv ファイルのための同じファイル名およびファイルフォーマットを常に維持して下さい。 tar
パッケージに新しいファイルを追加する場合、ファイルに CUCM からエクスポートされる場合あ
るファイルフォーマットおよび同じ名前があることを確認して下さい。 また新しいファイル名が
ヘッダー ファイルに追加されるように、して下さい。

これはラボ Call Manager のすべての電話のオリジナル設定です。 2 台の電話の電話 Description
フィールドへの変更を行いました。



Description フィールドはここに変更されました:

注: インポート/エクスポート ツールはアップデートをパスワードおよびピン属性サポート
しません。 それらはエクスポートされたファイルの暗号形式でエクスポートされ、それ故
に平文に変更することができません。 信任状があるあるエンティティ-よくある電話プロフ
ァイル、SIP レルム、アプリケーションのユーザー、LDAP認証、LDAP ディレクトリ、
Cisco アテンダント コンソールおよびエンド ユーザー。 エクスポートされたファイルの
enduser.csv のユーザー ID、ユーザ Pkid、パスワードおよびピン フィールドを修正しては
ならないことを確認して下さい。

ステップ 12 変更が完了すれば; 再 tar tar が付いているファイル- .tar 新しいファイルはデフォル
ト公有地位置で保存されるようにする間、cvf コマンド。

注: tar - cvf コマンドは Windows サーバ、TAR および UNTAR するオペレーションでです
WWW で利用可能なフリーウェアである 7 Zip が付いている Windows で可能性のある動作
しないかもしれません。

.tar ファイルは BPS がデフォルトのロケーションだけで .tar ファイルを探すので、時再 tar ファ
イル オリジナル ディレクトリ構造を維持する必要があります（.tar ファイルにヘッダー ファイル
、phone.csv および deviceprofile.csv ファイルを殴って下さい）。



設定をインポートして下さい

CUCM サーバにファイルをアップロードするのにこの手順を使用して下さい:

ステップ 13 SelectBulk Administration > アップロード/ダウンロード ファイル。 検索およびリス
ト ファイル ウィンドウは表示されます。

[Add New] をクリックします。 ファイル アップロード Configuration ウィンドウは表示します。
ファイル テキストボックスでは、ファイルをアップロードしか、または『Browse』 をクリック
し、見つけてほしいファイルのフル パスを入力して下さい。

選り抜きからターゲット ドロップダウン リスト ボックスは、ファイルを使用したいと思うター
ゲットを選択します。

トランザクション タイプ ドロップダウン リスト ボックスから、seletc ファイルが定義するトラ
ンザクション タイプ。



同じ名前と既に存在 して、上書きファイルをそれが既存のチェックボックス チェックするファイ
ルを上書きしたいと思えば。

[Save] をクリックします。 アップロードが正常であることステータス ディスプレイ。

インポート ファイル検証項目

BAT で Import File ページ検証はインポート .tar ファイルのこれらの項目を検証します:

.tar ファイルはヘッダー ファイルが含まれています。

ヘッダー ファイルにリストされているすべてのファイルは実際に .tar ファイルにあります。

.tar ファイルのすべてのファイルはヘッダー ファイルにリストされています。

ファイル名は正しいです（インポート/エクスポート標準のによって）。

.tar ファイルの CSV ファイルのためのファイルフォーマットは正しいです。

この場合バルク Administration > インポート/エクスポートを > 検証しますインポート ファイルを
選択して下さい。

注: この機能は有効な文字、文字列長、先祖などのためのフィールド水平な検証が含まれて
いません

従ってこの例では、既にあった設定への変更を、検証しますインポート ファイルオプションを選
択されました行います。



Tar ファイル名を選択すればヒットは入ります。

かさ張るために正常に完了するジョブがナビゲート Administration > ジョブ・スケジューラー >
職務を含む最新のジョブ・スケジューラーをようにクリックするかどうか見るため検証しますコ
ンフィギュレーションアイテム。

ジョブが正常に完了しなかったことをそうでなかったら、それが意味する場合ジョブ結果ステー
タスが成功として表示されるようにして下さい、（障害シナリオでエラーとしてジョブ結果ステ
ータスが表示されます）。

検証の時に直面する問題がある場合これらはログファイルにリストされています。

サーバへのインポート設定

インポート オプションを使用したいと思ったらこの手順に従って下さい:



バルク Administration > インポート/エクスポート > インポートを選択して下さい

注: インポート/エクスポートの使用を用いる既存の企業かサービスパラメータしかアップデ
ートなできます。 いくつかのパラメータがデータベースで抜けている場合、パラメータを
インポートするとき、失敗します。

場合現在のコンフィギュレーション オプション サーバで BPS アップデートに項目を既に存在 す
るそれするのに上書きするを使用できましたりまたは項目を挿入します。 オーバーライド オプシ
ョンの使用を用いる電話かユーザデバイスプロファイルをインポートするとき、IP Phone サービ
スは更新済に得ませんが、エンティティの存在セットにだけ補足されます。

ファイル名を選択して下さい:

デバイス データをそれに応じて選択し、RunImmediately Radio ボタンをクリックし、ジョブを
入れて下さい。



正常に完了するジョブが Administration > ジョブ・スケジューラーかさ張るために > ナビゲート
するかどうか見ることはインポート設定として職務を含む最新のジョブ・スケジューラーをクリ
ックします。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

ジョブ・スケジューラーへのナビゲートはそれぞれジョブ ID をクリックし、ジョブ結果セクショ
ンのログファイルをチェックし、エラー説明を見、修正をそれに応じて行い。 また、RTMT から
バルク プロビジョニング サービス ログを集め、エラーがあるかどうか点検できます。
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