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•使用状況レポートのタスク（2ページ）

使用状況レコードの概要
Cisco Unified Communications Managerは、システム内で設定されている項目がどのように使用
されているかを示すレコードを提供します。設定されている項目には、デバイス以外に、デバ

イスプール、日時グループ、ルーティング計画などのシステムレベルの設定値が含まれます。

依存関係レコード

依存関係レコードは、次の目的に使用します。

•サーバ、デバイスプールおよび日時グループといったシステムレベルの設定に関する情
報を検索する。

•他のレコードを利用するデータベースのレコードを判別する。たとえば、どのデバイス
（CTIルートポイントや電話機など）が特定のコーリングサーチスペースを使用するか
を判別できます。

•メッセージを削除する前に、レコード間の依存関係を表示する。たとえば、パーティショ
ンを削除する前に、依存関係レコードを使用してそのパーティションに関連するコーリン

グサーチスペース（CSS）やデバイスを確認します。その後、設定を再構成して、依存
関係を削除することができます。

ルートプランレポート

ルーティング計画レポートには、システム内で設定されている番号、ルート、およびパターン

の一部または全部のリストが表示されます。レポートを生成すると、レポート内のパターン/
電話番号、パーティション、またはルート詳細のカラムのエントリをクリックすることによ

り、各項目の設定ウィンドウにアクセスすることができます。
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さらに、ルーティング計画レポートを使用することにより、レポートデータを .CSVファイル
に保存して、それを他のアプリケーションにインポートすることができます。.CSVファイル
には、電話番号、ルートパターン、パターン使用状況、デバイス名、およびデバイスの説明な

ど、Webページよりも詳細な情報が含まれています。

CiscoUnifiedCommunicationsManagerでは、内線通話と公衆電話交換網（PSTN）の通話の両方
のルーティングのために、ルーティング計画を使用します。ネットワーク内に複数のレコード

がある可能性があるため、[Cisco Unified Communications Managerの管理（Cisco Unified
CommunicationsManager Administration）]では、特定の基準に基づいて特定のルートプランレ
コードを検索できます。

使用状況レポートのタスク

手順

目的コマンドまたはアクション

特定のルートプランレコードを検索

し、レコードを CSVファイルに保存
ルートプランレコードを表示し、これ

らのレコードを使用して未割り当ての電

ステップ 1

し、未割り当ての電話番号を管理するに

は、これらの手順を使用してください。

話番号を管理するには、次の手順を参照

してください。

•ルートプランレコードの表示（3
ページ）

•ルートプランレコードの保存（4
ページ）

•未割り当ての電話番号の削除（4
ページ）

•未割り当ての電話番号の更新（5
ページ）

システムレベルの設定に関する情報を見

つけ、データベース内のレコード間の依

依存関係レコードを使用するには、次の

手順を参照してください。

ステップ 2

存関係を表示するには、これらの手順を

使用してください。
•
•依存関係レコードの表示（7ペー
ジ）
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ルートプランレポートのタスクフロー

手順

目的コマンドまたはアクション

ルートプランレコードを表示し、カス

タムルートプランレポートを生成しま

す。

ルートプランレコードの表示（3ペー
ジ）.

ステップ 1

ルートプランレポートを .csvファイル
形式で表示します。

ルートプランレコードの保存（4ペー
ジ）.

ステップ 2

ルートプランレポートから未割り当て

の電話番号を削除します。

未割り当ての電話番号の削除（4ペー
ジ）.

ステップ 3

ルートプランレポートから未割り当て

の電話番号の設定を更新します。

未割り当ての電話番号の更新（5ペー
ジ）.

ステップ 4

ルートプランレコードの表示

ここでは、ルートプランレコードを表示する方法について説明します。ネットワーク内に複

数のレコードがある可能性があるため、[Cisco Unified Communications Managerの管理（Cisco
Unified CommunicationsManager Administration）]では、特定の基準に基づいて特定のルートプ
ランレコードを検索できます。カスタマイズされたルートプランレポートを生成するには、

次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [コールルーティング（Call Routing）] > [ルートプランレポート（Route Plan Report）]の順
に選択します。

ステップ 2 データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認
して、ステップ 3に進みます。

レコードをフィルタリングまたは検索するには、次の手順を実行します。

a) 最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
b) 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
c) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

ステップ 3 [検索（Find）]をクリックします。

すべて、または条件を満たしているレコードが表示されます。1ページあたりの項目の表示件
数を変更するには、[ページあたりの行数（Rows per Page）]ドロップダウンリストボックス
で別の値を選択します。

ステップ 4 レコードのリストから、表示するレコードへのリンクをクリックします。
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ウィンドウに選択した項目が表示されます。

ルートプランレコードの保存

このセクションでは、.csvファイルでルートプランレポートを表示する方法について説明し
ます。

手順

ステップ 1 [コールルーティング（Call Routing）] > [ルートプランレポート（Route Plan Report）]の順
に選択します。

ステップ 2 [ルートプランレポート（Route Plan Report）]ウィンドウの [関連リンク（Related Links）]ド
ロップダウンリストから [ファイルで表示（View In File）]を選択し、[移動（Go）]をクリッ
クします。

表示されたダイアログボックスで、ファイルを保存するか、別のアプリケーションにファイル

をインポートすることができます。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

別のウィンドウが表示され、任意の場所にこのファイルを保存できます。

別のファイル名での保存も可能ですが、ファイル名には .CSV拡張子を含める必要が
あります。

（注）

ステップ 4 ファイルを保存する場所を選択し、[保存（Save）]をクリックします。この操作により、指定
した場所にファイルが保存されます。

ステップ 5 保存した .CSVファイルを探し、アイコンをダブルクリックして表示します。

未割り当ての電話番号の削除

この項では、ルートプランレポートから未割り当ての電話番号を削除する方法を説明します。

電話番号の設定および削除は、[CiscoUnified CMの管理（CiscoUnified CommunicationsManager
Administration）]の [電話番号の設定（Directory Number Configuration）]ウィンドウで行われま
す。電話番号がデバイスから削除されたり、電話が削除された場合でも、電話番号は Cisco
UnifiedCommunicationsManagerデータベース内に残ります。データベースから電話番号を削除
するには、[ルートプランレポート（Route Plan Report）]ウィンドウを使用します。

手順

ステップ 1 [コールルーティング（Call Routing）] > [ルートプランレポート（Route Plan Report）]を選
択します。
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ステップ 2 [ルートプランレポート（Route Plan Report）]ウィンドウで、3つのドロップダウンリストを
使用して、未割り当ての電話番号すべてを一覧表示するルートプランレポートを指定します。

ステップ 3 電話番号を削除するには、次の 3つの方法があります。

a) 削除する電話番号をクリックします。[電話番号の設定（Directory Number Configuration）]
ウィンドウが表示されたら、[削除（Delete）]をクリックします。

b) 削除する電話番号の横にあるチェックボックスをオンにします。[選択項目の削除]をク
リックします。

c) 見つかった未割り当ての電話番号をすべて削除するには、[見つかった項目をすべて削除
（Delete All Found Items）]をクリックします。

電話番号の削除を確認する警告メッセージが表示されます。

ステップ 4 電話番号を削除する場合は、[OK]をクリックします。削除要求をキャンセルするには、[キャ
ンセル（Cancel）]をクリックします。

未割り当ての電話番号の更新

このセクションでは、ルートプランレポートから未割り当ての電話番号の設定を更新する方

法について説明します。電話番号の設定および削除は、[CiscoUnifiedCMの管理（CiscoUnified
CommunicationsManager Administration）]の [電話番号の設定（DirectoryNumber Configuration）]
ウィンドウで行われます。電話番号がデバイスから削除されたときに、電話番号はCiscoUnified
CommunicationsManagerのデータベースにまだ存在します。電話番号の設定を更新するには、
[ルートプランレポート（Route Plan Report）]ウィンドウを使用します。

手順

ステップ 1 [コールルーティング（Call Routing）] > [ルートプランレポート（Route Plan Report）]の順
に選択します。

ステップ 2 [ルートプランレポート（Route Plan Report）]ウィンドウで、3つのドロップダウンリストを
使用して、未割り当ての電話番号すべてを一覧表示するルートプランレポートを指定します。

ステップ 3 更新する電話番号をクリックします。

電話番号とパーティション以外の電話番号のすべての設定を更新できます。（注）

ステップ 4 コーリングサーチスペースや転送オプションなどの必要な更新を行います。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

[電話番号の設定（Directory Number Configuration）]ウィンドウが再度表示され、[電話番号
（Directory Number）]フィールドは空白になります。
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依存関係レコードタスクフロー

手順

目的コマンドまたはアクション

この手順を使用して、依存関係レコード

を有効または無効にします。この手順

依存関係レコードの設定（6ページ）.ステップ 1

は、通常よりも低い優先順位で実行さ

れ、ダイヤルプランの規模と複雑さ、

CPU速度、およびその他のアプリケー
ションの CPU要件によっては完了まで
に時間がかかることがあります。

依存関係レコードを有効にしたら、イン

ターフェイスの設定ウィンドウからそれ

依存関係レコードの表示（7ペー
ジ）。

ステップ 2

らのレコードにアクセスできるようにな

ります。

依存関係レコードの設定

依存関係レコードを使用して、Cisco Unified Communications Managerデータベース内のレコー
ド間の関係を表示します。たとえば、パーティションを削除する前に、依存関係レコードを使

用してそのパーティションに関連するコーリングサーチスペース（CSS）やデバイスを確認
します。

依存関係レコードが原因で CPU使用率が高くなります。この手順は、通常よりも低い優先順
位で実行され、ダイヤルプランの規模と複雑さ、CPU速度、およびその他のアプリケーショ
ンの CPU要件によっては完了までに時間がかかることがあります。

注意

依存関係レコードを有効にしており、システムで CPU使用率の問題が発生する場合には、依
存関係レコードを無効にできます。

手順

ステップ 1 CiscoUnifiedCMの管理から、[システム（System）]> [エンタープライズパラメータ（Enterprise
Parameters）]を選択します。

ステップ 2 [CCMAdminパラメータ（CCMAdmin Parameters）]セクションにスクロールし、 [依存関係レ
コードの有効化（EnableDependencyRecords）]ドロップダウンリストから、次のいずれかのオ
プションを選択します。

• [はい（True）]：依存関係レコードを有効にします。
• [いいえ（False）]：依存関係レコードを無効にします。
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選択したオプションに基づいて、依存関係レコードを有効または無効にした結果に関するメッ

セージを示すダイアログボックスが表示されます。このメッセージを読んでから、このダイア

ログボックスで [OK]をクリックします。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
変更を確定する [更新に成功しました（Update Successful）] というメッセージが表示されま
す。

依存関係レコードの表示

依存関係レコードを有効にしたら、インターフェイスの設定ウィンドウからそれらのレコード

にアクセスできるようになります。

始める前に

依存関係レコードの設定（6ページ）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から、表示するレコードの設定
ウィンドウに移動します。

例：

デバイスプールの依存関係レコードを表示するには、[システム（System）] > [デバイスプー
ル（Device Pool）]を選択します。

[デバイスのデフォルト（DeviceDefaults）]および [エンタープライズパラメータ設定
（Enterprise Parameters Configuration）]ウィンドウから、依存関係レコードを表示する
ことはできません。

（注）

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックします。

ステップ 3 レコードのいずれかをクリックします。
設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [関連リンク（Related Links）]リストボックスで、[依存関係レコード（Dependency Records）]
ボックスを選択し、[移動（Go）]をクリックします。

依存関係レコードを有効にしていない場合は、[依存関係レコード要約（Dependency
RecordsSummary）]ウィンドウにはレコードの情報ではなく、メッセージが表示され
ます。

（注）

[依存関係レコード要約（Dependency Records Summary）]ウィンドウが表示され、データベー
ス内の他のレコードで使用されるレコードが示されます。

ステップ 5 このウィンドウで、次のいずれかの依存関係レコードボタンを選択します。

• [更新（Refresh）]：現在の情報でウィンドウを更新します。

使用状況レコードの表示
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• [閉じる（Close）]：[依存関係レコード（Dependency Records）]リンクをクリックした設
定ウィンドウに戻らずにウィンドウを閉じます。

• [閉じて戻る（Close and Go Back）]：ウィンドウを閉じ、[依存関係レコード（Dependency
Records）]リンクをクリックした設定ウィンドウに戻ります。
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