
QoS システムレポート

CARでは、次の 3レベルのユーザ向けにレポート機能が用意されています。

•管理者：ロードバランシング、システムパフォーマンス、トラブルシューティングの参考
にできるシステムレポートを生成します。

•マネージャ：予算編成またはセキュリティを目的とする場合や、コールの音声品質を判断
する場合のコールモニタリングに役立つユーザ、部門、および QoSに関するレポートを生
成します。

•個々のユーザ：ユーザ別のコールの課金レポートを生成します。

ユーザの職務権限によっては、この章で説明している各レポートにアクセスできない場合があ

ります。

（注）

CAR管理者だけが、QoSの詳細レポートを生成します。レポートには、指定された期間にCisco
Unified Communications Managerネットワークでインバウンドコールとアウトバウンドコールに
分類される QoSレーティングの詳細が表示されます。

マネージャまたは CAR管理者が、QoS要約レポートを生成します。レポートには、指定された
コールの分類および期間に達成されたQoSグレードの分布を示す2次元円グラフが示されます。
また、レポートには、各 QoSのコールが要約された表も示されます。QoS値の定義に示されて
いる CDRパラメータ、CMRパラメータ、および QoSパラメータのコール詳細により、特定の
音声品質カテゴリをコールに割り当てるための基礎情報が示されます。

システムにより自動生成されたレポートを表示することも、新しいレポートを生成することもで

きます。レポートの自動生成をスケジューリングできるのは、CAR管理者だけです。詳細につ
いては、CARレポートの自動生成とアラートを参照してください。

QoSパラメータの演算子

次の表に、QoSレポートの生成に使用する QoSパラメータの演算子を示します。
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表 1：QoS パラメータの演算子

説明演算子

ジッター、遅延、損失パケットのデータが指定

された値以上のときに生成する場合に、この演

算子を選択します。

>=

ジッター、遅延、損失パケットのデータが指定

された値と等しいときに生成する場合に、この

演算子を選択します。

=

ジッター、遅延、損失パケットのデータが指定

された値以下のときに生成する場合に、この演

算子を選択します。

<=

ジッター、遅延、損失パケットのデータを除外

する場合に、この演算子を選択します。

N.A.

ジッター、遅延、損失パケットのデータが、あ

る値と別の値の間に発生したときに生成する場

合に、この演算子を選択します。この演算子を

選択した場合は、2番目のフィールドが表示さ
れ、開始値と終了値を設定できます。

Between

• QoSの詳細レポートの生成, 2 ページ

• QoSの要約レポートの生成, 5 ページ

• ゲートウェイ別 QoSレポートの生成, 7 ページ

• コールタイプ別 QoSレポートの生成, 9 ページ

• 関連項目, 12 ページ

• その他の資料, 12 ページ

QoS の詳細レポートの生成
この項では、システムQoSに関する詳細情報を生成する方法、参照する方法、またはメール送信
する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [システムレポート（System Reports）] > [QoS] > [詳細（Detail）]を選択します。
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[QoSの詳細（QoS Detail）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [コールタイプの選択（Select Call Types）]領域で、レポートに含めるコールタイプのチェック
ボックスをオンにします。次の表にコールタイプを示します。

表 2：QoS の詳細レポートのコールタイプ

説明コールタイプ

1つのCiscoUnified CommunicationsManagerネッ
トワークから発信され、トランクを経由して、

別の Cisco Unified Communications Managerネッ
トワークで終了する発信コール。CARの目的と
して、コールが [CARダイヤルプラン設定
（CAR dial plan configuration）]ウィンドウでそ
のように設定されていれば、すべての発信コー

ルが [オンネット（OnNet）]コールに分類され
る可能性があります。ダイヤルプランの設定を

参照してください。

オンネット（On Net）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、同じ Cisco Unified
Communications Managerネットワークで終了す
る（ゲートウェイやトランクは未使用）クラス

タ内コールを含むコール。

内部（Internal）

エリアコードがないか、またはローカルエリ

アコードのいずれかを含む番号へ公衆電話交換

網（PSTN）を介してルーティングされる市内
電話。

ローカル（Local）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される長距
離電話。

長距離（Long Distance）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される国際
電話。

国際（International）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届くインバウンドコール。

着信（Incoming）
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説明コールタイプ

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届き、CiscoUnifiedCommunicationsManagerネッ
トワークからゲートウェイ経由で外部に転送さ

れるインバウンドコール。

タンデム（Tandem）

フリーダイヤル番号、911などの緊急コールな
ど、その他のすべての発信コール。

その他（Others）

ステップ 3 [QoSの選択（Select QoS）]領域で、レポートに含める音声品質カテゴリのチェックボックスをオ
ンにします。次の表のパラメータセットが、全音声品質カテゴリの基準を提供します。

表 3：QoS の詳細レポートの音声品質

説明音声品質

これらのコールのQoSは、可能な最も高い品質
を示します。

Good

これらのコールのQoSは、少し劣化しています
が、依然、受け入れ可能な範囲内です。

Acceptable

これらのコールのQoSは劣化していますが、依
然、使用可能な範囲内です。

Fair

これらのコールのQoSは、満足できない品質を
示しています。

Poor

これらのコールは、確立されているQoSカテゴ
リのいずれの基準にも一致しません。

NA

ステップ 4 QoS情報を参照する期間の日付範囲を選択します。
ステップ 5 [ユーザの選択（Select Users）]フィールドで、すべてのユーザを選択するか、または特定のユー

ザを検索することができます。すべてのユーザを選択する場合は、[すべてのユーザを選択（Select
AllUsers）]チェックボックスをオンにします。個々のユーザを選択する場合は、[ユーザ ID（User
ID）]フィールドに個々のユーザのユーザ IDを入力し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

用意されている検索機能を使用することもできます。ユーザの検索を参照してくださ

い。

（注）

ステップ 6 レポートを CSV形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [CSV]（カンマ区切
り値）を選択します。CSV形式のレポートには、20,000レコードまでという制限があります。レ
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ポートを PDF形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [PDF]（PDF形式）を
選択します。PDF形式のレポートには、5000レコードまでという制限があります。

ステップ 7 [レポートの表示（View Report）]ボタンをクリックします。
レポートが表示されます。

ステップ 8 レポートを電子メールで送信する場合は、[レポートの送信（Send Report）]ボタンをクリックし
ます。レポートを送信するには、メールレポートで説明されている手順を実行します。

関連トピック

関連項目, （12ページ）

QoS の要約レポートの生成
この項では、システムQoSに関する要約情報を生成する方法、参照する方法、またはメール送信
する方法について説明します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの手順を実行します。

a) マネージャの場合、[QoS] > [概要（Summary）]を選択します。
b) CAR管理者の場合は、[システムレポート（System Reports）] > [QoS] > [要約（Summary）]を
選択します。

[Qosの要約（QoS Summary）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [使用可能なレポート（Available Reports）]フィールドで、自動生成レポート（選択可能な場合）
を選択し、次の手順に進むか、またはデフォルト設定の [新規レポートの作成（Generate New
Report）]を使用し、次の手順に進みます。

自動生成レポートは、CAR管理者としてログインしている場合のみ選択できます。マ
ネージャとしてログインしている場合、自動生成レポートは、ドロップダウンリスト

ボックスに表示されません。

（注）

ステップ 3 [コールタイプの選択（Select Call Types）]領域で、レポートに含めるコールタイプのチェック
ボックスをオンにします。次の表にコールタイプを示します。
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表 4：QoS の要約レポートのコールタイプ

説明コールタイプ

1つのCiscoUnified CommunicationsManagerネッ
トワークから発信され、トランクを経由して、

別の Cisco Unified Communications Managerネッ
トワークで終了する発信コール。CARの目的と
して、コールが [CARダイヤルプラン設定
（CAR dial plan configuration）]ウィンドウでそ
のように設定されていれば、すべての発信コー

ルが [オンネット（OnNet）]コールに分類され
る可能性があります。ダイヤルプランの設定を

参照してください。

オンネット（On Net）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、同じ Cisco Unified
Communications Managerネットワークで終了す
る（ゲートウェイやトランクは未使用）クラス

タ内コールを含むコール。

内部（Internal）

エリアコードがないか、またはローカルエリ

アコードのいずれかを含む番号へ公衆電話交換

網（PSTN）を介してルーティングされる市内
電話。

ローカル（Local）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される長距
離電話。

長距離（Long Distance）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される国際
電話。

国際（International）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届くインバウンドコール。

着信（Incoming）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届き、CiscoUnifiedCommunicationsManagerネッ
トワークからゲートウェイ経由で外部に転送さ

れるインバウンドコール。

タンデム（Tandem）
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説明コールタイプ

フリーダイヤル番号、911などの緊急コールな
ど、その他のすべての発信コール。

その他（Others）

ステップ 4 前の手順で [新規レポートの作成（Generate New Report）]を選択した場合は、レポートを生成す
る期間の日付範囲を選択します。

ステップ 5 レポートを CSV形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [CSV]（カンマ区切
り値）を選択します。CSV形式のレポートには、20,000レコードまでという制限があります。レ
ポートを PDF形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [PDF]（PDF形式）を
選択します。PDF形式のレポートには、5000レコードまでという制限があります。

ステップ 6 [レポートの表示（View Report）]ボタンをクリックします。
レポートが表示されます。

ステップ 7 レポートを電子メールで送信する場合は、[レポートの送信（Send Report）]ボタンをクリックし
ます。レポートを送信するには、メールレポートで説明されている手順を実行します。

ゲートウェイ別 QoS レポートの生成
CAR管理者だけが、ゲートウェイごとのQoSレポートを生成します。レポートには、選択された
ゲートウェイに対して、指定された期間に選択された QoS基準を満たすコールの割合（%）が示
されます。

CARは、システムの負荷が低いときにだけ使用してください。そうしないと、データ収集お
よびレポート生成により、Cisco Unified Communications Managerシステムのパフォーマンスが
低下することがあります。

注意

この項では、選択したすべてのゲートウェイに関するQoS情報を生成する方法、参照する方法、
またはメール送信する方法について説明します。

はじめる前に

ゲートウェイの設定で説明されている手順を使用して、ゲートウェイを設定します。

手順

ステップ 1 [システムレポート（SystemReports）] > [QoS] > [ゲートウェイ別（ByGateways）]を選択します。
[ゲートウェイ別のQoS（QoS based on Gateways）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [レポートの作成（Generate Reports）]フィールドで、次の表に示すように、時間を選択します。
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表 5：[レポートの作成（Generate Report）] フィールド

説明パラメータ

選択されたゲートウェイごとに、ステップ 6,
（8ページ）で指定した期間に QoS基準を満
たしているコールの割合（%）が表示されます。
割合（%）の結果は、時刻に対して示されます。

時間（Hour of Day）

選択されたゲートウェイごとに、ステップ 6,
（8ページ）で指定した期間に QoS基準を満
たしているコールの割合（%）が表示されます。
割合（%）の結果は、曜日に対して示されます。

曜日（Day of Week）

選択されたゲートウェイごとに、ステップ 6,
（8ページ）で指定した期間に QoS基準を満
たしているコールの割合（%）が表示されます。
割合（%）の結果は、日付に対して示されます。

日付（Day of Month）

ステップ 3 [ジッター（Jitter）]フィールドで、使用する演算子を選択し、ジッターの値を入力します。演算
子の説明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照してください。

ステップ 4 [遅延（Latency）]フィールドで、使用する演算子を選択し、遅延の値を入力します。演算子の説
明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照してください。

ステップ 5 [損失パケット（Lost Packets）]フィールドで、使用する演算子を選択し、損失パケット数の値を
入力します。演算子の説明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照し
てください。

ステップ 6 コール情報を見たい期間の日付範囲を選択します。

ステップ 7 レポートに含めるゲートウェイを選択する場合は、次のいずれかの作業を実行します。

a) システムで設定されているすべてのゲートウェイを表示する場合は、ウィンドウの左側にある
カラムで [ゲートウェイタイプ（Gateway Types）]をクリックします。

b) ツリー構造を展開して、選択できるゲートウェイタイプを表示するには、[ゲートウェイタイ
プ（Gateway Types）]の横にあるアイコンをクリックします。

c) ゲートウェイタイプではなく特定のルートパターンおよびハントパイロットを使用してゲー
トウェイを選択する場合は、ウィンドウの左側にあるカラムで、[ルートパターン/ハントパイ
ロット（Route Patterns/Hunt Pilots）]をクリックします。ツリー構造が展開され、設定されてい
るルートパターンまたはハントパイロットに関連付けられているゲートウェイが表示されま

す。

d) ツリー構造を展開して、選択できるルートパターン/ハントパイロットを表示するには、[ルー
トパターン/ハントパイロット（Route Patterns/Hunt Pilots）]の横にあるアイコンをクリックし
ます。
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ウィンドウの左側のカラムの [ルートパターン/ハントパイロット（RoutePatterns/Hunt
Pilots）]ボックスにルートパターン/ハントパイロットの名前の一部を入力すること
により、特定のルートパターン/ハントパイロットを検索することもできます。CAR
により、検索文字列に一致するルートパターンまたはハントパイロットが検索され

ます。

（注）

ステップ 8 リストから、ゲートウェイタイプを選択します。

ゲートウェイの名前が、[ゲートウェイのリスト（List of Gateways）]ボックスに表示されます。

[ゲートウェイのリスト（List of Gateways）]ボックスには、選択したゲートウェイタイ
プに設定されているゲートウェイが最大 200個表示されます。

（注）

ステップ 9 [ゲートウェイのリスト（List of Gateways）]ボックスで、レポートに含めるゲートウェイを選択
します。

一度に最大 15のゲートウェイのレポートを生成できます。15よりも多いゲートウェイ
を選択すると、「“新しいレポートを生成する 15個以下のゲートウェイを選択してくだ
さい（Select 15 or fewer gateways to generate new report）”」というメッセージが表示され
ます。

（注）

ステップ 10 下矢印アイコンをクリックして、選択したゲートウェイを [選択されたゲートウェイ（Selected
Gateways）]ボックスのリストに移動します。
選択したゲートウェイが、[選択されたゲートウェイ（SelectedGateways）]ボックスに表示されま
す。

ステップ 11 レポートを CSV形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [CSV]（カンマ区切
り値）を選択します。CSV形式のレポートには、20,000レコードまでという制限があります。レ
ポートを PDF形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [PDF]（PDF形式）を
選択します。PDF形式のレポートには、5000レコードまでという制限があります。

ステップ 12 [レポートの表示（View Report）]ボタンをクリックします。
レポートが表示されます。

ステップ 13 レポートを電子メールで送信する場合は、[レポートの送信（Send Report）]ボタンをクリックし
ます。レポートを送信するには、メールレポートで説明されている手順を実行します。

関連トピック

関連項目, （12ページ）

コールタイプ別 QoS レポートの生成
CAR管理者だけが、コールタイプ別 QoSレポートを生成します。レポートには、選択したタイ
プのすべてのコールについて、指定された期間における、ジッター、遅延、および損失パケット

の情報が示されます。

この項では、特定のタイプのすべてのコールに関するQoS情報を生成する方法、参照する方法、
またはメール送信する方法について説明します。
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CARは、システムの負荷が低いときにだけ使用してください。そうしないと、データ収集お
よびレポート生成により、Cisco Unified Communications Managerシステムのパフォーマンスが
低下することがあります。

注意

手順

ステップ 1 [システムレポート（System Reports）] > [QoS] > [コールタイプ別（By Call Types）]を選択しま
す。

[コールタイプ別の QoS（QoS based on Call Types）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [レポートの作成（Generate Report）]フィールドで、次の表に示すように、時間を選択します。

表 6：[レポートの作成（Generate Report）] フィールド

説明パラメータ

コールタイプごとに、ステップ 7, （12ペー
ジ）で指定した期間に QoS基準を満たしてい
るコールの割合（%）が表示されます。割合
（%）の結果は、時刻に対して示されます。

時間（Hour of Day）

コールタイプごとに、ステップ 7, （12ペー
ジ）で指定した期間に QoS基準を満たしてい
るコールの割合（%）が表示されます。割合
（%）の結果は、曜日に対して示されます。

曜日（Day of Week）

コールタイプごとに、ステップ 7, （12ペー
ジ）で指定した期間に QoS基準を満たしてい
るコールの割合（%）が表示されます。割合
（%）の結果は、日付に対して示されます。

日付（Day of Month）

ステップ 3 [ジッター（Jitter）]フィールドで、使用する演算子を選択し、ジッターの値を入力します。演算
子の説明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照してください。

ステップ 4 [遅延（Latency）]フィールドで、使用する演算子を選択し、遅延の値を入力します。演算子の説
明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照してください。

ステップ 5 [損失パケット（Lost Packets）]フィールドで、使用する演算子を選択し、損失パケット数の値を
入力します。演算子の説明については、表 1：QoSパラメータの演算子, （2ページ）を参照し
てください。

ステップ 6 [コールタイプの選択（Select Call Types）]領域で、レポートに含めるコールタイプのチェック
ボックスをオンにします。次の表にコールタイプを示します。
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表 7：コールタイプ別 QoS パラメータ

説明コールタイプ

1つのCiscoUnified CommunicationsManagerネッ
トワークから発信され、トランクを経由して、

別の Cisco Unified Communications Managerネッ
トワークで終了する発信コール。CARの目的と
して、コールが [CARダイヤルプラン設定
（CAR dial plan configuration）]ウィンドウでそ
のように設定されていれば、すべての発信コー

ルが [オンネット（OnNet）]コールに分類され
る可能性があります。ダイヤルプランの設定を

参照してください。

オンネット（On Net）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、同じ Cisco Unified
Communications Managerネットワークで終了す
る（ゲートウェイやトランクは未使用）クラス

タ内コールを含むコール。

内部（Internal）

エリアコードがないか、またはローカルエリ

アコードのいずれかを含む番号へ公衆電話交換

網（PSTN）を介してルーティングされる市内
電話。

ローカル（Local）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される長距
離電話。

長距離（Long Distance）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
クから発信され、PSTN経由で伝送される国際
電話。

国際（International）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届くインバウンドコール。

着信（Incoming）

CiscoUnifiedCommunicationsManagerネットワー
ク外から発信され、ゲートウェイ経由で Cisco
Unified CommunicationsManagerネットワークに
届き、CiscoUnifiedCommunicationsManagerネッ
トワークからゲートウェイ経由で外部に転送さ

れるインバウンドコール。

タンデム（Tandem）
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説明コールタイプ

フリーダイヤル番号、911などの緊急コールな
ど、その他のすべての発信コール。

その他（Others）

ステップ 7 コール情報を確認する期間の日付範囲を選択します。

ステップ 8 レポートを CSV形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [CSV]（カンマ区切
り値）を選択します。CSV形式のレポートには、20,000レコードまでという制限があります。レ
ポートを PDF形式にするには、[レポート形式（Report Format）]エリアで [PDF]（PDF形式）を
選択します。PDF形式のレポートには、5000レコードまでという制限があります。

ステップ 9 [レポートの表示（View Report）]ボタンをクリックします。
レポートが表示されます。

ステップ 10 レポートを電子メールで送信する場合は、[レポートの送信（Send Report）]ボタンをクリックし
ます。レポートを送信するには、メールレポートで説明されている手順を実行します。

関連トピック

関連項目, （12ページ）

関連項目
• CDR Analysis and Reportingの生成

• CARシステムレポート

•トラフィックシステムレポート

• FAC/CMCシステムレポート

•迷惑呼の詳細システムレポート

•優先コールの要約システムレポート

•システムレポート

• CDRエラーシステムレポート

•システムレポートの結果

その他の資料
•『Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager』

•『Cisco Unified Serviceability Administration Guide』
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•『Cisco Unified Communications Manager Call Detail Records Administration Guide』
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