CUC の CUCM 非セキュア SCCP 統合のための
設定例
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概要
この資料は Skinny Client Control Protocol（SCCP）の使用の Cisco Unity Connection （CUC）と
Cisco Unified 通信マネージャ（CUCM）を統合ためにプロシージャを記述したものです。 この例
では、SCCP 統合は非セキュアです。

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。
●

●

CUCM
CUC

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 8.x およびより高く
CUC 8.x およびより高く
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。 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。
●

●

設定
CUCM の設定

CUCM に Unity Connection のためのポートを作成する内蔵ウィザードがあります。 CUCM のポ
ートを作成するためにこれらのステップを完了して下さい:
ステップ 1： CUCM 管理 ページ、進んだ機能 > 音声メール > Cisco Voice Mail Port ウィザード
へのナビゲート。

ステップ 2.デバイス名を選択して下さい。 デフォルトは CiscoUM1 です。

注: Unity Connection の同じデバイス名を使用して下さい。 CUCM は追加 します「-ポート
番号と共に VI」。 たとえば、CiscoUM1-VI1、CiscoUM1-VI2、先祖など Unity Connection
で、CiscoUM1-VI でデバイス名を設定して下さい。 CUC は追加 しません「-デバイス名へ
の VI」。
ステップ 3： 廃棄メニューから、ポートの数を選択して下さい。 Unity Connection は単一サーバ
の 255 までのポートを処理できます。

注: Unity Connection 8.x はポート ライセンスを必要とします。 ここに Unity Connection ラ
イセンスの利用可能なポートに基づいてポートの数を選択して下さい。
注: Unity Connection 9.x により高くポート ライセンスがないし。 ポートの最大数はハード
ウェアによって異なります（物理的 な及び Virtual Machine （VM）） スイッチをリロード
します。 Unity Connection サポートされているプラットフォーム リスト 資料を参照して下
さい。 VM に関しては、ユーザー・オプションの OVUM テンプレート数は Unity
Connection の利用可能なポートを判別します。 ここに Unity Connection ハードウェアコン

フィギュレーションに基づいてポートの数を選択して下さい。
ステップ 4.説明、デバイス プール、Calling Search Space および Location のようなデバイス情
報を提供します。 非音声メールポートを保護するためにデバイスセキュリティ プロファイルを設
定 して下さい。

ステップ 5.最初のポートのディレクトリ番号を入力して下さい。 それに続くポートのポート番号
は 1 つによって増分します。 たとえば、始まりディレクトリ番号は 2001 年に設定 されます。
ポート番号は 2001 年から 2005 年です。 適切なパーティションおよび Calling Search Space を
割り当てて下さい。

ステップ 6. Next ページの適切なオプションを選択して下さい。 例では、これは新しい統合であ

り、回線グループはありません。 『Yes』 を選択 して下さい。 復帰改行文字 グループにディレ
クトリ番号を追加して下さい。

ステップ 7.行グループ名をつけて下さい。

ステップ 8 Next ページは前のステップで提供される設定の要約を提供します。 問題がある場合
、前 ページに戻り、変更を行なって下さい。 確認の後で『Finish』 をクリック して下さい。

ステップ 9 ポート作成結果は Next ページで示します。

ステップ 10.ハントする リストに回線グループを追加して下さい。 新しいハントする リストを作
成するか、または存在 1 つを選択するハントする リスト オプションをクリックして下さい。 ハ
ントする リスト Unity HL に回線グループ CiscoUM1-LG を追加して下さい。 ハントする リスト
でイメージに示すように 2 つのオプションを有効に して下さい。

ステップ 11.ハントする パイロット番号を設定して下さい。 行き、ハントするパイロットをクリ
ックするか、または呼ルーティング > ルート/ハントするに > ハントするパイロットを作成するハ
ントするパイロットはウィザードにナビゲート します。 廃棄リストからハントする リスト Unity
HL を選択して下さい。

ステップ 12 音声メール パイロット番号を設定して下さい。 VM パイロット番号はハントする パ
イロット番号と同じです。 進んだ機能 > 音声メール > 新しい VM パイロット番号を追加する音
声メール パイロットにナビゲート して下さい。 ユーザは Unity Connection に達するために VM
パイロット/ハントする パイロット番号をダイヤルできます。

ステップ 13 音声メール プロファイルを設定して下さい。 VM パイロットは VM プロファイルと
関連付けられます。 進んだ機能 > 音声メールへのナビゲート > 新しい VM プロファイルを追加
する音声メール プロファイル。 VM プロファイルはユーザの電話の行 Directory Number
（DN）と関連付けられます。 ユーザは Unity Connection に達するために電話の Message ボタン
を押すことができます。

手順 14： 設定 メッセージ待機インディケーター （MWI）断続的に数。 進んだ機能 > MWI 数を

作成するために待っている音声メール > メッセージにナビゲート して下さい。

設定 on Cisco Unity Connection
CUC のポートを作成するためにこれらのステップを完了して下さい:
ステップ 1： CUC 管理 ページ、テレフォニー 統合 > 電話 システムへのナビゲート。 電話 シス
テム名前を『Add』 をクリック し、つけて下さい。

ステップ 2： デフォルトは電話 システム 基本 ページで使用されます。 電話 システムのための追
加設定についての情報を助けるために表示するために、ナビゲート > このページ。

ステップ 3. [オプションの] CUCM ユーザを CUC にインポートするために、電話 システムの
AXL サーバを設定します。 編集するべきナビゲート > Cisco Unified Communications Manager

AXL サーバ。

AXL サービスを実行するサブスクライバおよび CUCM パブリッシャを追加して下さい。 ポート
8443/443 を使用して下さい。 ユーザ名はそれに割り当てられる AXL ロールのアプリケーション
のユーザー（CUCM で）です。 この例では、CUCM 管理者ユーザは使用されます。 このユーザ
はすべてのロールがデフォルトであります。
ステップ 4.電話 システム基本ページに戻るナビゲート。 右上隅で、関連リンク メニューからの
ポートグループを『Add』 を選択 して下さい。

ステップ 5.ポートグループを作成して下さい。 ポートグループに表示名を提供します。 ここの
デバイス プレフィクスは VI.のサフィックスを CUCM 設定のステップ 3.で与えられる音声メール
サーバの名前を一致する必要があります。 この例では、音声メールサーバ名前は CUCM の
CiscoUM1 です。 CUC で、デバイス プレフィクスは CiscoUM1-VI です。

ステップ 6. MWI 不規則な数を提供します。 MWI は CUCM および CUC 一致で番号が付いてい
ます。

ステップ 7. IPv4 アドレスまたは Host Name フィールドの CUCM パブリッシャの IP アドレス/ホ
スト名を提供し、『SAVE』 をクリック して下さい。

ステップ 8. > 同じページのサーバは編集し、フェールオーバーのための同じクラスタの追加
CUCM サーバを追加するためにナビゲート します。 注文番号の助けによってプリファレンスを
割り当てて下さい。 順序 0 に 1 に、2 等先行している最も高いプリファレンスがあります。 ポ
ートは順序 0 の CUCM サーバに登録します。 このサーバが利用できない場合、ポートはリスト
のそれに続くサーバに登録します。

ポートのために利用可能 な場合 Higher Order CUCM サーバに戻って落ちるために高位 Cisco
Unified Communications Manager への再接続をチェックして下さい一度によって利用可能になる
。 さもなければ、ポートはより低い 優先度 サーバに登録済みに残ります。
ステップ 9.右上隅の関連リンク メニューからポートを追加するためにナビゲート して下さい。

ステップ 10.ポートの設定数。 これは CUCM のポートと一致します。

ステップ 11.適切な電話 システム、ポートグループおよびサーバを選択して下さい。
注: サーバ廃棄メニューから、パブリッシャ CUC サーバを選択し、ポートを作成して下さ
い。 サブスクライバ CUC サーバのためのポートを追加するために、同じ ポート グループ
SCCP ポートグループにナビゲート し、右上隅の関連リンク メニューからポートを『
Add』 を選択 して下さい。 Port ページ新しい電話 システムでサーバ廃棄メニューから加入
者サーバを選択して下さい。 この方式によって、パブリッシャ および サブスクライバ ユ
ニティポートは両方とも同じデバイス名 プレフィックスによって登録します。 また、サブ
スクライバ ポートのためのさまざまなデバイス ネーム プレフィックスで同じ電話 システ
ムの新しいポートグループを作成して下さい。

確認
ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。
CUCM 管理 ページで、進んだ機能 > ポート 登録を確認する音声メール > ボイスメールポートに
ナビゲート して下さい。

トラブルシューティング
現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

