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概要

この資料は Cisco Unified 通信マネージャ（CUCM）の未指定ディレクトリ番号（DN）を削除す
るためにプロシージャを記述したものです。

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 CallManager の管理●

DN の設定●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

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。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

背景説明

DN がデバイスから削除または更新されるか、電話機が削除されると、関連付けられた DN は、



以前のバージョンと同様 Cisco CallManager データベースから削除されません。 これらは、未割
り当ての DN として Cisco CallManager データベースに残ります。 [Route Plan Report（ルート
プラン レポート）] メニュー オプションで電話機に関連付けられていない DN のリストを表示で
きます。 未割り当ての DN により、お客様は、デバイスには割り当てられていない DN のボイス
メールまたは別の宛先に転送し続けることができます。 これは、従業員の異動または解雇時によ
く発生します。

注: 回線グループ サポートが原因 Cisco Unified CallManager の機能が、それ未指定 DN を
保存するために必要となりますです。

この機能は新しい数をアドバタイズしないでいくつかのダイヤル プランを移行するか、または変
更するとき助けることができます。 これを完了するために、Route Plan レポートの未指定 DN オ
プションの使用の新しい番号に古い番号に向かうコールを転送して下さい。 この機能が注意深く
使用されない場合、管理者が新しいまたは既存 の 電話 設定の古い DN を再使用することにする
場合呼び出しを間違った宛先に転送します場合があります。 新しいまたは既存 の 電話 設定の古
い DN を再使用するとき、その DN のためのパーティションが他フィールドの入るとすぐ削除さ
れた未指定 DN と同じ値と（再インポートされる）自動的に読み込まれて下さい。 これは呼び出
しを間違った宛先に転送しますかもしれません。

DN が問題なしで再使用することができるようにこの資料に Cisco CallManagerデータベースから
未指定 DN を削除する方法を記述されています。

注: オフピーク の 時間全体の未指定 DN をプロセッサ稼働率による問題を防ぐために削除
することを忘れないでいて下さい。

設定

Cisco Unified CallManager 11.x の削除未指定 DN

Cisco CallManagerデータベースから DN を削除するために Route Plan レポート ウィンドウを使
用して下さい。 次の手順を実行します。

Route Plan レポート ウィンドウを表示するために Route Plan > Route Plan Report の順に
選択 して下さい。

1.



未指定 DN を検索ドロップダウン リストから選択し、すべての未指定 DN をリストすると
いう Route Plan レポートを規定 するために他のドロップダウン リスト ボックスを使用し
て下さい。

2.



これらは DN を削除する 3 つの方法です: 削除したいと思う DN をクリックして下さい。 デ
ィレクトリ番号 の 設定 ウィンドウが表示されるとき、『Delete』 をクリック して下さい
。

3.



削除し、『Delete』 をクリック して Select ほしい DN の隣でチェックボックスをチェック
して下さい。



すべてをすべてを削除するために見つけました項目を見つけられた未指定 DN 『Delete』 を
クリック して下さい。



警告メッセージは DN を削除したいと思うことを確認します。 DN を削除するために『
OK』 をクリック して下さい。 Delete 要求を取り消すために『Cancel』 をクリック して下
さい。

4.

トラブルシューティング

問題

CUCM の DN を追加できない時いくつかのシナリオがあります。 CallManager Administration
GUI では、それは DN が既に存在およびそれ DN を追加することを可能にしないエラーを与えま
す。 DN 検索のこの DN をチェックするとき、結果を与えません。 GUI で DN がないことを確認
します。 同じ数を追加するときそのエラーに既に存在 する DN を与えます。

解決策

この例では、GUI によって DN 4001 を追加する問題がありました。 DN を検索し削除する方法を
含まれているステップは詳しく述べられます。

パブリッシャ SSH セッションでは、DN を検索するためにこれらの SQL コマンドを入力し1.



て下さい。

numplan  SQL  dnorpattern  dnorpattern="4001" < ---DN 4001 

 dnorpattern '%001%' <  numplan  SQL  dnorpattern ---DN 001 

GUI 出力で示さない DN を削除することは SSH セッションによって、入力しますこの SQL
コマンドを示しますが。

numplan  SQL  dnorpattern="4001" 

DN を削除した後、データベースのこの DN があるように確認するときブランク出力を与え
ます。 前の出力を参照して下さい。この場合、CUCM GUI によって DN の追加に成功でき
ます。

2.

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。
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