CCM 11.5 の設定 CDR
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概要
この資料に呼詳細 ルーティング（CDR）コール マネージャ 11.5 （CCM）を on Cisco 設定する
方法を記述されています。

前提条件
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）バージョン 11.5

使用するコンポーネント
この資料に記載されている情報は CCM バージョン 11.5 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。 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。

背景説明
CUCM はコールヒストリおよび診断情報を保存するレコードの 2 つの型を次の通り生成 します:
呼詳細レコード データレコードは CallManager によって処理される各コールについての情報
が含まれています。
Call Management Records -データレコードはまた診断レコードと言われるコールについての
サービス品質（QoS）か診断情報が、含まれています。
CDR および CMR は両方 CDR データと一緒に言われます。 CDR データは CallManagerシステ
ムのユーザによってなされるか、または受信されたすべてのコールのレコードを提供します。
CDR データは課金記録を作成して主に役立ちます; ただし、それもコール アクティビティをトラ
ッキングするのに使用することができましたり特定タイプの問題およびキャパシティ計画を診断
します。
●

●

CDR はコールが開始したコール発生、コール 宛先、日時、実際に接続した時間、および終了し
た時間についての情報が含まれています。 コールは発信者がオフフックに行くとき開始されるか
、または送信されたと考えられます。 コールは発信者か被呼加入者がオンフックに行くとき終了
されたと考えられます。 CMR は、ジッタ 送信 され、受け取った、データの量についての情報が
レイテンシーおよび失われたパケット含まれています。

アーキテクチャ

必要なサービス
callmanager
●

クラスタのあらゆるノードでアクティブになることができます。

●

コール処理を行い、フラット ファイルに CDR を、CMR データ書きます。

●

フラット ファイルはエンタープライズ パラメータの下の CDR ファイル タイムインターバル
フラグによって判別される周波数で生成されます。

CDR エージェント
●

●

●

●

クラスタの各ノードのネットワーク サービスとして実行（を含むパブリッシャ）。
それは CDR のためのローカル ディレクトリを、CMR フラット ファイル 6 秒毎にポーリン
グします。
検索新しい CDR が、CMR フラット ファイル、それ CDR を押せば、そのノードからの
CDR リポジトリ ノード（パブリッシャ）への CMR フラット ファイル。
正常な転送に、システムはファイルのローカル コピーを削除します。

CDR Repository Manager
●

●

●

それはクラスタのすべてのノードのネットワーク サービスとして動作します。 ただし、現実
にはパブリッシャの CDR リポジトリ マネージャだけ操作を行います。 他のすべてのノード
で、サービスは単に開始しますが、一方では寢ます。
それは CAR サービスが使用するディレクトリ構造を作成します。
それは他のノードから届くフラット ファイルを管理します。 ファイルが CDR リポジトリ ノ
ードに着くとき、CDR リポジトリ マネージャはそれを検出します。システムはファイルが
作成されたときにタイムスタンプによって示される日付に専用されているディレクトリのフ
ァイルをアーカイブしますファイル名に置かれた。

●

3 つの外部請求サーバまでの送信 CDR ファイル。

●

一定量の日のための CDR ファイルを、30 日まで維持。

●

●

定期的にディスク使用をチェックし、古いファイルを削除して下さい。 しきい値は CDR 管
理（プレゼンテーションのカバーされた以降）を使用して設定されます。
配信が失敗すれば、またはディスク使用を余りに高く生成しますアラーム。

CAR スケジューラー
●

●

●

それはクラスタのすべてのノードのネットワーク サービスとして動作します。 しかし、現実
にはパブリッシャの CAR スケジューラー サービスだけ操作を行います。 他のすべてのノー
ドで、サービスは単に開始しますが、一方では寢ます。
CDR ロード スケジュールに基づいて、それは CDR リポジトリ マネージャ サービスが作成
し、これらのファイルを処理し、CAR データベースに CDR 情報を挿入するディレクトリ構
造の CDR/CMR ファイルをアクセス しました。
CAR データベースの最大サイズは 6 GB です（設定可能）。 ザ・カー スケジューラーは
CAR データベースから 6 GB を超過するか、またはレコード番号が 2，000,000 を超過すれ
ばデータを削除します。 2，000,000 のレコード制限は tbl_billing_data および
tbl_billing_error 両方でデータが含まれています。

CAR Web サービス
●

サービスはパブリッシャでしかアクティブにすることができません。

●

機能サービス（コントロール センター–機能 サービス）として実行。

●

それは CDR 分析にアクセスするために動作し、（CAR）ツールを報告する必要があります
。

石鹸CDRonDemand サービス

●

CDRonDemand サービスは CDR リポジトリ ノード（すなわちパブリッシャ）で動作する
SOAP/HTTPS ベースのサービスです。

それはユーザが指定するタイムインターバルに基づいてサード パーティ サーバから CDR ネ
ーム リストのための石鹸要求を（最大 1 時間まで）受け取り、要求が規定 する 期間に合う
すべてのリストを戻します。
CDR onDemand サービスはまた（s） FTP を通して指定の宛先に仕様 CDR ファイルを渡す要求
を処理できます。 システムはリポジトリの CDR ファイルにアクセスしなければならないと同時
に CDR リポジトリ ノードの CDR onDemand サービスをアクティブにすることができます。
●

サード パーティ サーバからの要求を絞るのに使用する 2 つの関連するパラメータが System >
Enterprise Parameters の下にあります:
●

●

1 分（Min:1、Max:20、デフォルトあたり CDRonDemandget_file 許可されたクエリ: 10）
1 分（Min:1、Max:40、デフォルトあたり CDRonDemandget_file_list 許可されたクエリ:
20）

CDR リポジトリ マネージャ ディレクトリ構造
パブリッシャでだけ存在 する CDR リポジトリ マネージャ ディレクトリ構造下記のように。
すべて /var/log/active/cm/cdr_repository の下で

admin:file list activelog /cm/cdr_repository
<dir>
car
<dir>
destination1
<dir>
destination2
<dir>
destination3
<dir>
preserve
<dir>
processed
<dir>
tmp
<dir>
trans
dir count = 8, file count = 0
admin:

TRANS -ファイルは CM ノードから届きます。
tmp -処理されるファイル待機。
保存/yyyymmdd - CAR が送信されるおよび/またはロードされるファイル
処理されて/yyyymmdd -ファイルはすべての宛先に正常に送信 し、CAR によってロードしました
（CAR がアクティブにならないし、請求サーバが設定されなければ、ファイルは直接ここに置か
れます）。
destinationX/yyyymmdd -保存の下でファイルにシンボリック リンクが含まれています。 CDR リ
ポジトリ マネージャ サービスはこれらのソフトリンクをどんなファイルが請求書を送るサーバに
転送される必要があるか判別するのに使用します。
車/yyyymmdd -保存の下でファイルにシンボリック リンクが含まれています。 CAR スケジュー
ラー サービスは必要 CDR ローダーによって処理されるためにであるファイルを判別するのにこ
れらのソフトリンクを使用します。

保存および処理されたディレクトリを理解して下さい
規則的な作業シナリオ:
ノードの CDR エージェントが動作すれば、CallManagerサービスはパブリッシャで保存
/yyyymmdd ディレクトリでパブリッシャにファイルを、それら保存されます送信 します。 CAR
がアクティブになる場合、シンボリック リンクは車/yyyymmdd 場所のこれらのファイルに作成
されます。 請求書を送るサーバが設定される場合、これらのファイルへのシンボリック リンクは
また destinationX/yyyymmdd 場所で（X が 1,2,3 である場合もあるかところで作成されます --- 最
高で 3 つの請求書を送るサーバが設定することができるので）。
ファイルは保存場所に CDR ローダーがこれらのファイルを処理し、CDR データベースに対応し
たレコードを入力するまで残ります。 CDR ファイルが処理されれば、処理された場所に移動さ
れます。
有効に なる CDR ロードに加えてサーバに請求書を送る設定されれば場合、CDR ファイルはすな
わち請求サーバへの CDR 両方負荷および転送ファイルが完了するまでまでオペレーションが両
方とも完了する保存場所に残り続けます。
それ故に、典型的な機能シナリオで、すべての CDR フラット ファイルは保存場所に対して「処
理された」場所で。 これはそれらのファイルのためのすべてのオペレーションが完了したことを
示します。
例：
2018 年 7 月 17 日のための CDR データを解決する場合、対応したファイルが保存ディレクトリ
か処理されたディレクトリにあるかどうか確認したいと思う場合もあります。
保存ディレクトリがファイルが含まれているかどうか確認するため:
ファイル リスト activelog /cm/cdr_repository/preserve/20180717
処理されたディレクトリがファイルが含まれているかどうか確認するため:
ファイル リスト activelog /cm/cdr_repository/processed/20180717

相互対話を保守して下さい
クラスタに 2 つのサーバが、パブリッシャ および サブスクライバあることをよりよくサービス
相互対話を理解すると、仮定して下さい。 サブスクライバのだけ CallManagerサービス実行を仮
定して下さい。 ここに CDR が、CMR ファイルどのように管理されるかです:
●

●

●

サブスクライバの CallManagerサービスは CDR/CMR フラット ファイルをローカルで生成し
ます。
サブスクライバの CDR エージェント サービスはパブリッシャの cdr_repository ディレクト
リ構造にこれらのファイルを転送します。 転送が完了した、サブスクライバのこれらのファ
イルのローカル コピーは削除されます。
請求書を送るサーバが設定される場合、パブリッシャの CDR リポジトリ マネージャ サービ
スは請求サーバにこれらのフラット ファイルを転送します。

●

連続的なロード 24/7 が（CDR 分析およびレポーティング ツールで）有効に なれば、パブリ
ッシャの CAR スケジューラー サービスはパブリッシャの CAR データベースにフラット フ
ァイルの呼び出し情報を挿入します。
注: CallManagerサービスを経営するパブリッシャの cdr_respository 構造にフラット ファイ
ルを転送するために各ノードに関しては、そのノードの CDR エージェント サービスは責任
があります。 CallManagerサービスがパブリッシャで同様に動作する場合、パブリッシャの
CDR エージェント サービスはパブリッシャの cdr_repository ディレクトリ構造にフラット
ファイルを転送します。

設定
1. CDR を有効に し、システム > サービスパラメータ > コール マネージャ サービスにナビゲ
ートして下さい。 本当に CDR Enabled フラグを設定 して下さい。 これはサーバのすべて
のノードのためにされなければなりません。

2. CMR を有効に し、システム > サービスパラメータ > コール マネージャ サービスにナビゲ
ートして下さい。 次のいずれかにコール 診断によって有効に されるパラメータを設定 し
て下さい: CDR Enabled フラグ サービスパラメータが本当に設定 される場合のだけ CDR
Enabled フラグが本当（生成する CMR）または CDR Enabled フラグに関係なく有効に さ
れて（である時だけ有効に される CDR Enabled フラグ サービスパラメータの設定に関係な
く CMR を）生成する。これはクラスタ 広い パラメータです。

3. クラスタ ID: このパラメータはクラスタに固有の識別番号をので CDR で、出典にトレース
することができる複数のクラスタからの CDR の収集使用される提供します、パラメータ
gets。デフォルト値は StandAloneCluster を規定 します。 これらの文字で構成する最大長
は 50 の文字 andprovides 有効なクラスタ ID から成り立ちます: A-Z、a-z、0-9、

注: CDR 設定はされ、SFT サーバに CDR ファイルを送信 するためにこれらの追加手順が必
要となります。
4. この場合 SFTP サーバを/ファイルが送信 される請求サーバを追加して下さい。 Cisco
Unified サービサビリティ > ツール > CDR 管理にナビゲートし、新しい請求サーバを追加し
て下さい。

5. 次にスケジュールを CDRレコードを送信 するために作成するためにツール > CDR 分析お
よびレポートとシステム > スケジューラー > CDR 負荷にナビゲートして下さい。

無効ロード- CDR データに CAR データベースにロードされてほしくない場合ロードする
CDR データを無効に するためにこのオプションを使用して下さい。 変更は深夜で実施され
ます。 手動パージ オペレーションが実行されたならない場合またこのオプションを使用す
る必要があります（ローダーはパージ オペレーションを実行する前に無効に する必要があ
ります）。 CAR スケジューラー サービスを停止し、変更をすぐに起こらせます再開して下

さい。連続的なロード 24/7 - CDR ローダーが CAR データベースに週 7 日 CDR をロードす
るために絶えず 1 日 24 時間動作することを可能にします。 この選択は CDR 負荷スケジュ
ーラーのデフォルト設定を表します。注: このオプションが選択される場合、画面の他の
CDR および CMR 負荷にパラメータ、間隔、期間および抑制されていないロードをロード
する時間のような優先し、無視します。負荷 CDR だけ- CAR データベースに CDRレコード
だけロードするためにこのボックスをチェックして下さい。 このオプションによって、
CMR レコードは CAR データベースにロードしません。 この選択は CDR 負荷スケジューラ
ーのデフォルト設定を表します。 CDRレコードとロードするために手動で CMR レコード
を強制するように負荷 CDR チェックボックスだけチェックを外して下さい。
6. レポートを、移動に CDR > エクスポート CDR、イメージに示すように手動で作成するため
:

日
付はそれに応じて選択することができ、イメージに示すようにページを、得ます。

ファイルをダウンロードするために CDR
ダンプする /CMR ダンプするをクリックして下さい。 またファイルが CUCM から
permanantly 削除されないように削除ファイルのチェックを外すことを確かめて下さい

確認
Cisco Unified サービサビリティから、ツール > CDR 分析およびレポートにナビゲートして下さ
い。 ポップアップ メッセージは CDR データベースのレコード番号の CDR 設定高レベル外観の
外観を同様に提供します。

コールをからの CDR > 検索確認して下さい（およびコールをトラッキングするのにのオプション
使用して下さい）。

例： ユーザの電話数 CDR 検索の下で、電話番号を入力し、イメージに示すようにそれのための
呼詳細を、得ることができます。

トラブルシューティング
Cisco Unified サービサビリティから、ツール > CDR 分析およびレポートにナビゲートして下さ
い）。 ポップアップ メッセージは CDR データベースのレコード番号の CDR 設定高レベル外観
の外観を同様に提供します。 pop はまた設定に関した Major エラーを与えました。

あらゆるエラーに関しては、これらのサービスを再開することを試みて下さい:
CDR エージェント
CDR リポジトリ マネージャ
CAR スケジューラー
CAR Web サービス
石鹸 CDRonDemand サービス
問題がそこにそれでもあったらこれらのログを集めて下さい:
●

●

●

●

●

Cisco CAR Scheduler
Cisco CAR Web Service
Cisco CDR Agent
Repository Manager Cisco 司令官
Cisco Call Manager
詳しいトラブルシューティングに関しては、このリンクを参照して下さい
: https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/troubleshooting-cdr/tap/3117504
●

●

●

●

●

