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はじめに

この資料は Cisco Unified Communications Manager （CUCM）で専用回線 自動 リング ダウン
（PLAR）のための Cisco IP Phone または Hotdial を設定する方法を説明します。

PLAR 機能は電話が前もって構成された数にダイヤルする特定の行でオフフックに行くとすぐ、
そう設計されています。

ホセ Villalobos によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

Luis ラミレスによって編集される、Cisco TAC エンジニア。

要件

  

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）●

呼出します Seach 領域（CSS）を●

パーティション（PT）●

変換パターン ●

Session Initiation Protocol （SIP） ダイヤル ルール ●

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。

CUCM 10.5●

CUCM の Skinny Client Control Protocol （SCCP）及び SIP 電話レジスタ  ●

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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークがライブである場合、あらゆる変更の潜在的影響を理解するようにして下
さい。



関連製品

このドキュメントは、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

CUCM 8.X/9.X/11.X ●

設定手順

SCCP PLAR 設定

IP Phone がオフフックに行くとき電話が自動的に前もって構成された電話番号にダイヤルするよ
うにするために、CSS はブランク変換パターン ストリングが付いている変換パターンが含まれ
ているパーティションで設定されます。 これは Cisco Call Manager という結果にすぐに一致する
このパターンを終ります。 変換パターンは宛先番号（Hotdial）にそれからコールが渡されるとこ
ろ呼出 し 番号を（すなわちどれも）トランスフォームします。

注: オフフックに行くとき Directory Number （DN）が PLAR のためにダイヤルする前もっ
て構成された数に設定したので、他のどの数にもダイヤルするのに PLAR DN を使用できま
せん。 たとえば、これはホテル ロビーの典型的なコンフィギュレーションです。

ステップ 1.クレタ PLAR 宛先のためのパーティション。

Routing> クラス Control>Partition を呼出し、次に新しいパーティションを追加するナビゲート。
必須詳細を入力し、次に『Insert』 をクリック して下さい



ステップ 2.新しい CSS を作成して下さい

Routing> クラス Control> Calling Search Space を呼出し、次に『Add a New Calling Search
Space』 をクリック するためにナビゲート して下さい。 



ステップ 3.変換パターンを作成して下さい。

ナビゲート toCall Routing> 変換パターンはそれから『Add a New Translation Pattern』 をクリッ
ク し。 ステップ1 およびステップ 2 で以前に作成された CSS および望ましいパーティション名
を選択して下さい。 最終的には、着呼側変換 マスクの下で、PLAR ターゲット数を入力して下さ
い。 [Insert] をクリックします。

注: Translation Pattern フィールドが空のままになるようにして下さい。



注: 例の後ろの設計は DN 1161 で基礎です。 1161 は PLAR のためのターゲット、しかしこ
の 1161 が他のどの電話からもコールを受信できるという設定保証です。

変換パターンに最初のスクリーン ショットで使用する CSS にターゲット DN パーティションに
アクセスできます。

ステップ 4. PLAR 電話に望ましい Calling Search Space を割り当てて下さい。

Device > Phone へのナビゲート ●

Cisco Unified Communications Manager ですべての登録済みの IP 電話を見つけるために『●



Find』 をクリック して下さい
PLAR 電話を選択し、PLAR に DN を選択して下さい●

Assing PLAR のための DN への CSS●

注: この設定例は DN 1054 に 1161 の PLAR を作成しまが、CSS は電話の別のボタンに別
の DN を割り当てる機能を提供する DN レベルに、設定され PLAR 機能に影響を与えない



で同じ IP Phone から普通 通話を作ることを割り当てます。 

 SIP PLAR 設定

ステップ 1. SIP PLAR ダイヤル ルールを作成して下さい

ナビゲート toCall ルーティング > ダイヤルは > SIP ダイヤル ルール支配します ●

新しい追加して下さい。●

注: Description フィールドはオプションです。 

注: ダイヤル パラメータはボタンに、デバイスの 1 DN だけに PLAR 機能を強制するために
設定 されます。 

注: PLAR が別のボタンか IP Phone に必要となる場合、別の PLAR ルールは作成される必
要があります。 

ステップ 2. SIP 電話にルールを割り当てて下さい。

SIP 電話だけでこれが必要となります。

確認



設定が正しく行われたことを確認するためにフックを離れて電話を奪取 して下さい。 電話は自動
的に第 1161 にダイヤルします。
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