
オーダーの管理

この項の内容は次のとおりです。

•オーダーの概要（1ページ）
•サポートされる Cisco Unityサービス（3ページ）
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•ユーザへのユーザプロファイルの関連付け（54ページ）
•ユーザが関連付けられていないエンドポイントの管理（55ページ）
•既存のエンドポイントの交換（56ページ）
•エンドポイントのオーナーの変更（58ページ）
•回線情報の変更（59ページ）
•ボイスメールアカウントのロック解除（59ページ）
•オーダーの検索（60ページ）
•オーダーの処理（61ページ）
•ワークオーダーの状態（65ページ）
•電子メール通知（67ページ）

オーダーの概要
個々のサービスまたはバンドルサービスをプロビジョニングできます。オーダー権限ロールを

持つユーザ（表1を参照）は、自分のオーダーや他のユーザのオーダーを追加、変更、キャン
セルできます。

Cisco Prime Collaboration Provisioningに含まれる自動化エンジンは、Cisco Prime Collaboration
Provisioningの設定方法に基づくサービスアクティベーションやビジネスフローなど、オー
ダー処理を実行します。オーダー処理には、承認、割り当て、出荷、受領など、複数のワーク

フローが関連しています（詳細については図 1 :オーダーの処理（2ページ）を参照してく
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ださい）。個々のワークフローアクティビティを有効または無効にして、ドメインごとに異な

るプロビジョニングユーザロールに割り当てることができます（オーダーロールについては

表1を参照してください）。アクティビティのいずれかが有効になっている場合は、割り当て
られたプロビジョニングユーザが適切なアクションを実行するまでオーダー処理が停止しま

す。そのアクションが確認されると、処理が続行され、無効になっているアクティビティが

Cisco Prime Collaboration Provisioningによって自動的に確認されます。

図 1 :オーダーの処理

オーダーのプロビジョニングに要する時間は場合によって異なります。オーダーが正常に完了

したかどうかを確認するには、当該ユーザのユーザレコードにアクセスします（[ユーザプロ
ビジョニング（User Provisioning）]を選択します）。ユーザレコードページの右上隅にある
[オーダー（Orders）]にカーソルを合わせると、オーダーの詳細が表示されます。[オーダーの
表示（View Orders）]セクションにサービスのステータスが [完了（Complete）]と表示されま
す。また、オーダー番号によるオーダーの検索も実行できます。

システムが長時間アイドル状態になると、最初のオーダーが作成されるまでに通常よりも時間

がかかることがあります。

（注）

オーダーを作成する際は、次の点に注意してください。

•メッセージプロセッサ（、CiscoUnity Connection、CiscoUnity Express）でサービスをオー
ダーしている場合、どのサービスも利用できません。これは、プロセッサがすべてのサー

ビスをサポートしているわけではないからです。サポートされる Cisco Unityサービス（
3ページ）に、Cisco Unityプロセッサでオーダー可能またはオーダー不可の音声サービ
スの一覧が示されています。

• Cisco Unified Communications Manager Expressまたは Cisco Unity Expressでサービスをオー
ダーしている場合、Cisco IOS CLIコマンドの入力（[詳細オーダー設定（Advanced Order
Configuration）]ペインでのプロビジョニング属性の設定）は、慎重に行ってください。設
定できる内容は、自分の権限ロールによって制限されません。

•属性の中には、特定のプロトコルの特定のエンドポイントタイプでサポートされないもの
があります。エンドポイントのオーダーを作成する際は、選択したエンドポイントタイプ

とプロトコルでサポートされる属性の値だけを設定してください。これに従わないと、

サービスを正常にプロビジョニングできません。
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• Cisco Prime Collaboration Provisioningは、Cisco Unified Communications Managerのインター
コムコーリングサーチスペースやインターコムルートパーティションなど、サポートさ

れていないインフラストラクチャオブジェクトを同期させます。これらのサポートされな

いオブジェクトをプロビジョニングサービスで使用すると、エラーが発生します。

• Enable Voice Gateway機能のプロパティを「N」に設定すると、[Order Entry]画面にアナロ
グエンドポイントが表示されます。プロパティを「Y」に設定した場合、この画面にアナ
ログエンドポイントは表示されません。

•アナログエンドポイントをオーダーするには、[サービスエリアの設定（Service Area
Configuration）]画面のサービスエリアに [音声ゲートウェイ参照（Voice Gateway
References）]を追加する必要があります。

サポートされる Cisco Unityサービス
次の表に、Cisco Unityによってサポートされる製品とサービスを示します。

表 1 :サポートされる Cisco Unity製品およびサービス

サービスメッセージプロセッサ

オーダー可能なもの：

• [ボイスメール（Voicemail）]

• [拡張エンドポイントサービス（Enhanced
Endpoint Service）]

Cisco Unity Connection

オーダー可能なもの：

• [拡張エンドポイントサービス（Enhanced
Endpoint Service）]

• [ボイスメール（Voicemail）]

Cisco Unity Express

ユーザのサービスのオーダー
すべてのサービスのオーダー作成は同じ基本手順に従います。

ユーザは必ずしもすべてのサービスにアクセスできるわけではありません。Cisco Prime
CollaborationProvisioningはポリシー適用の形式を実装して、ユーザが割り当てられたロールに
適したエンドポイントとサービスを取得できるようにします。オーダー時に表示されるサービ

スのリストは、次の項目によって異なります。

•ユーザに割り当てられているユーザロール、およびユーザが利用できるドメインとサービ
スエリア。
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•サービスエリア内で配信をサポートするリソースを利用できるかどうか（たとえば、
Unified Messagingを提供するには、または Cisco Unity Connectionシステムを利用できる必
要があります）。

• Provisioningシステムの設定。

サービスの依存関係は次のとおりです。

•回線には既存のエンドポイントが必要です。

•ボイスメールおよび電子メールには既存の回線が必要です。

•エクステンションモビリティ回線にはエクステンションモビリティアクセスが必要
です。

ユーザのサービスをオーダーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]ページで、対象のユーザをクリックします。

ステップ 3 [サービスの詳細（Service Details）]ページで [カスタムサービスウィザード（Custom Services Wizard）]
をクリックします。

ステップ 4 ドロップダウンリストからサービスエリアを選択します。マウスポインタを [クイックビュー（Quick
View）]アイコンの上に置くと、ドロップダウンリストにサービスエリアの情報が表示されます。

ステップ 5 [続行（Continue）]をクリックします。

プロビジョニングできるすべての利用可能なサービスが表示されます。表 2 : Provisioningのサービス（6
ページ）を参照してください。

ステップ 6 プロビジョニングするサービスを選択し、[続行（Continue）]をクリックします。

ユーザのリストにエンドポイントが表示されない場合は、指定したユーザのユーザ権限をエンド

ポイントに関連付ける必要があります。エンドポイントを追加しようとしたときに、エンドポイ

ントが表示されない場合、ユーザロールがエンドポイントを許可していないか、またはこのサー

ビスエリア内のユーザに対してエンドポイントをプロビジョニングできないことが原因です。

（注）

ステップ 7 [サービスのプロビジョニング（Service Provisioning）]ページで、オーダー入力ウィザードに従ってサービ
スに必要な情報を入力します。必須フィールドの詳細については、表3 : [オーダーエントリ（OrderEntry）]
のフィールド（17ページ）を参照してください。

オーダーを作成する際は、次の点に注意してください。

• [<サービスタイプ>情報（<Service Type> Information）]および [詳細オーダー設定（Advanced Order
Configuration）]ペインには、選択したサービスの仕様が表示されます。

• [詳細オーダー（Advanced Order）]または [管理者（Administrator）]承認権限が割り当てられている
ユーザは、[詳細オーダー設定（AdvancedOrder Configuration）]ペインにアクセス可能です。ただし、
[詳細オーダー設定（AdvancedOrder Configuration）]を使用しなくても、オーダーを完了したりエンド
ポイントをプロビジョニングしたりすることができます。
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Cisco Unified Communications Manager内で数値が指定されているプロビジョニング属性の値
の設定をクリアするには、値として 0を入力する必要があります。値を指定せずにフィール
ドを空白のままにしても、プロビジョニング属性の値はクリアできません。

（注）

•サービステンプレートを選択する場合、キーワードの基本情報属性はユーザ情報に自動的に置き換え
られます。また、サービスのオーダープロセスでキーワードを入力できます。

ステップ 8 [続行（Continue）]をクリックしてオーダーを作成します。

ステップ 9 [確認（Confirm）]をクリックして [OK]をクリックします。[サービスの詳細（Service Details）]ページで
オーダー番号を確認できます。[Provisioning History]ペインを表示して、オーダーのステータスを確認しま
す。

グローバル検索オプション（ホームページの右隅にある検索）を使用して、ユーザ ID、姓、MACアドレ
ス、電話番号を検索できます。

•ユーザ IDと姓の検索では、英数字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、ハイフン（-）、下線（_）、ピリオド
（.）、アットマーク（@）、スペース、アポストロフィを使用できます（例：AASJKUser006、AAS*、
AA*、*SJKUser006、3242#@!#########&@!*@(3)、AANewRDUser00*）。

• MACアドレスの検索では、英数字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、ダッシュ（-）、ピリオド（.）、下線
（_）を使用できます（例：0024C444C3C6、0024*、*24）。

• [電話番号（Directory Number）]検索では、英数字、ピリオド、アンダースコアを使用できません。電
話番号では、+、?、()、-などの特殊文字を使用できます（例：\+0000057、\+0000*、\+*、*0000*、
*57）。

•グローバル検索オプションでMACアドレスを使用して電話番号を検索する場合は、
xxxxxxxxxxxxの形式を使用します。

•検索結果をより速く取得するため、検索文字列には最低 3文字を入力することをお勧めしま
す。

（注）

オーダーしたサービスのプロビジョニング属性を表示するには、[サービスの詳細（Service
Details）]ページで目的のサービスにカーソルを合わせ、[アクション（Actions）]リストの [表
示（View）]をクリックします。

オーダーしたサービスにユーザのメモを追加するには、[サービスの詳細（Service Details）]
ページでクイックビューにカーソルを合わせ、[ユーザのメモ（User Notes）]をクリックしま
す。

既存サービスのテンプレートを作成するには、クイックビューから[テンプレートの作成（Create
Template）]をクリックします。必要な詳細を入力して [テンプレートの作成（CreateTemplate）]
をクリックします。すべての値が入力された、サービスのテンプレートが作成されます。

多数のサービスを展開している場合は、これらのアクティビティを1つにまとめることをお勧
めします。Cisco PrimeCollaboration Provisioningのバッチプロビジョニング機能を使用すると、

オーダーの管理

5

オーダーの管理

ユーザのサービスのオーダー



複数のタイプのオーダーを含む単一のバッチを作成できます。また、種類が異なる複数のサー

ビスを 1つのバッチ操作で処理することもできます。

バッチプロジェクトを設定するには、[詳細プロビジョニング（Advanced Provisioning）] >
[バッチプロビジョニング（Batch Provisioning）]を選択します。

サービスのプロビジョニング中に [セキュリティプロファイル（SecurityProfile）]のプロビジョ
ニング属性を選択してエラーが発生した場合は、オーダーが正常に完了するように [保護デバ
イス（Protected Device）]オプションのチェックボックスをオフにします。クラスタとデバイ
スのセキュリティモードがCiscoUnified CommunicationsManagerのクラスタ用に適切に設定さ
れていることを確認します。Cisco Unified Communications Managerのセキュリティパラメータ
の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の「Cluster and
Security Modes」の項を参照してください。

（注）

次のサービスは、ユーザロールに関連付けるまでオーダー用に表示されません。（注）

表 2 : Provisioningのサービス

説明サービス

現在選択されているコールプロセッサで、選択されているユーザ

のモビリティを有効にします。デフォルトのパラメータを使用して

オーダーする場合は、次のプロビジョニング属性が使用されます。

• [モビリティの有効化（Enable Mobility）]：[はい（True）]

• [モバイルボイスアクセスの有効化（Enable Mobile Voice
Access）]：[はい（True）]

• [最大デスクピックアップ待機時間（Max Desk Pickup Wait
Time）]：1000ミリ秒

• [リモート接続先の制限（Remote Destination Limit）]：4

このサービスは Cisco Unified Communications Manager 9.x以降での
み利用できます。

[モビリティサポートの有
効化（Enable Mobility
Support）]

コールプロセッサでユーザのプレゼンスサーバライセンスを有効

にして、プレゼンスメッセージングを更新できるようにします。

このオプションは Cisco Unified Communications Manager 9.x以降で
のみ利用できます。このサービスはユーザロールに関連付けるま

で、オーダー用に表示されません

[プレゼンスを有効にする
（Enable Presence）]
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コールプロセッサでユーザの Unified Personal Communicatorライセ
ンスを有効にして、Cisco Unified Personal Communicatorを使用でき
るようにします。これは、[プレゼンスクライアントを有効にする
（Enable Presence Client）]および [クライアントユーザ設定（Client
User Settings）]のバンドルです。

[プレゼンスクライアントを有効にする（Enable Presence Client）]
は Cisco Unified Communications Manager 9.x以降でのみ利用できま
す。このサービスは、[プレゼンスを有効にする（EnablePresence）]
をオーダーする場合にのみ利用できます。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません。

[プレゼンスクライアント
を有効にする（Enable
Presence Client）]

選択したコールプロセッサの選択したユーザ向けのエクステンショ

ンモビリティデバイスプロファイル、回線、ボイスメールを含み

ます。

このバンドルでは、エクステンションモビリティ、回線、ボイスー

ルなどの標準プロビジョニングサービスを 1つのオーダーで作成
できます。このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オー

ダー用に表示されません。

[拡張モビリティサービス
（Enhanced Mobility
Service）]

ユニファイドプレゼンスプロセッサでUnifiedPersonalCommunicator
のユーザ設定を有効にします。[クライアントユーザ設定（Client
User Settings）]は、[クライアントサービスの有効化（Enable Client
Service）]または [プレゼンスサービス（Presence Service）]などの
バンドルサービスを通じてのみオーダーできます。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません。

[クライアントユーザ設定
（Client User Settings）]
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•パーソナルコンピュータと物理エンドポイントの併用（両方
が同時に鳴ります）、または CTIポート（Cisco Unified
CommunicationsManagerで定義されている仮想電話）の使用を
有効化します。

• CiscoUnified CommunicationsManager Expressではサポートされ
ません。また、CiscoUnified CommunicationsManager Expressを
ベースとしたコールプロセッサからオーダーする場合もサポー

トされません。

•使用可能なすべてのコールプロセッサがすでにSoftPhoneをサ
ポートしている場合は、サービスリストに表示されません。

使用可能な特定のコールプロセッサに対して有効なサービス

エリアのリストが表示されます。複数のサービスエリアが関

連付けられていても、サービスエリアに基づいてこのサービ

スを有効にできるのは Unified CMごとに 1回のみです。

•オーダー時に、ユーザのコンピュータのサーバ名または IPア
ドレスを [関連付けられたPC（Associated PC）]フィールドに
指定します。

• CTIポートを使用する Cisco SoftPhoneだけに適用されます。
Cisco IP Communicatorは Cisco Unified Communications Manager
との通信に CTIポートを使用しませんが、MACアドレスを持
つ物理エンドポイントとして機能します。CiscoIPCommunicator
をオーダーするには、物理エンドポイントをオーダーし、Cisco
IP Communicatorをエンドポイントタイプとして選択する必要
があります。

• Cisco Jabberでデスクフォンを制御するために必要です。

[SoftPhoneサポートを有
効にする（Enable
SoftPhone Support）]
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エンドポイント、回線、ボイスメールを含みます。回線はオーダー

したエンドポイントに自動的に関連付けられ、ボイスメールは自動

的に回線に関連付けられます。

Cisco Unified Communications Manager Expressで [拡張エンドポイン
トサービス（Enhanced Endpoint Service）]のオーダーを作成する際
は、コール転送プロビジョニング属性を入力する必要があります。

オーダーの入力時に、[詳細オーダー設定（Advanced Order
Configuration）]をクリックし、[ボイスメール設定テンプレート
（Voicemail Configuration Template）]プロビジョニング属性で次の
コマンドを入力します。call-forward busy <voice mail port/dn>

call-forward noan <voice mail port/dn> timeout <seconds>。Cisco
Unity Expressのサービスエリアでは、[ボイスメール表示名（Voice
Mail Display Name）]フィールドに英数字のみを入力します。それ
以外の文字を使用した場合、ユーザのオーダーは失敗します。

Cisco Unity Expressのサービスエリアでは、インフラストラクチャ
またはユーザの同期中にオーダーを追加、変更、またはキャンセル

することはできません。

[拡張エンドポイントサー
ビス（Enhanced Endpoint
Service）]
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ユーザが特定のエンドポイントタイプにログインして、自分のエ

ンドポイントのデバイスプロファイルを適用できるようにします。

このサービスは単独で使用できるか、または回線にバンドルされて

います。

エクステンションモビリティは、Cisco Prime Collaboration
Provisioningにコールプロセッサを追加するときに、コールプロ
セッサに対してオプションのエクステンションモビリティの詳細

を入力した場合にのみオーダーに使用できます。

SIP電話がサポートされているサービスエリアで [エクステンショ
ンモビリティアクセス（Extension Mobility Access）]のオーダーを
作成する際は、7911、7941、7942、7945、7961、7962、7965、7970、
7971、または 7975の Cisco Unified IP Phoneの場合にだけ、電話ボ
タンテンプレートを選択します。

また、[iPhone用エクステンションモビリティアクセス（Extension
MobilityAccess for iPhones）]をオーダーする際、次の属性にデフォ
ルト値を使用すると、オーダーが失敗する場合があります。

• [DNDオプション（DND Option）]

• [DND着信呼警告（DNDIncomingCallAlert）]（設定専用属性）

• [MLPP通知（MLPP Indication）]

[iPhone用エクステンションモビリティアクセス（ExtensionMobility
Access for iPhones）]をオーダーする際は、これらの属性に次の値
を使用してサービステンプレートを作成し、オーダーの作成中に

テンプレートを適用することをお勧めします。

• [DNDオプション（DNDOption）] - [コール拒否（Call Reject）]

• [DND着信呼警告（DND Incoming Call Alert）] - [無効
（Disable）]

• [MLPP通知（MLPP Indication）] - [オフ（Off）]

[エクステンションモビリ
ティアクセス（Extension
Mobility Access）]または
[回線でのエクステンショ
ンモビリティアクセス

（Extension Mobility
Access with Line）]

Cisco Unified CommunicationsManagerでデバイスプロファイルに対
してオーダーされた電話番号または回線です。ユーザがすでに [エ
クステンションモビリティアクセス（Extension Mobility Access）]
を所有している場合にアップグレードとしてオーダーできます。

[エクステンションモビ
リティ回線（Extension
Mobility Line）]

オーダーの管理
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Jabberサービスをオーダーできます。[Cisco Jabberサービス（Cisco
Jabber Service）]は、Cisco Jabber for Tablet、Cisco Jabber for Desktop、
Cisco Jabber for Android、Cisco Jabber for BlackBerry、Cisco Jabber for
iPhoneに対してオーダー可能です。[Cisco Jabberサービス（Cisco
Jabber Service）]をオーダーページで表示するには、ユーザロール
が必要です。

Prime Collaboration 9.0から Prime Collaboration 9.5以降のバージョン
にアップグレードする場合、このサービスはユーザロールに関連

付けるまでオーダー用に表示されません

[選択したサービスに回線をプロビジョニングする
（Provision Line for Selected Services）]チェックボックス
をオンにして、選択したCisco Jabberサービスに共有回線
をプロビジョニングします。

（注）

[Cisco Jabberサービス
（Cisco Jabber Service）]

[回線（Line）]サービスはエンドポイントの有無に関わらず、ユー
ザに対してプロビジョニング可能です。新しい [回線（Line）]サー
ビスのプロビジョニングでは、出荷、割り当て、受領、または追跡

（返品用）の手順は必要ありません。

[回線（Line）]サービスの横にある [アップグレード（Upgrade）]
の指示は、既存のエンドポイント用に [回線（Line）]がオーダーさ
れることを示します。

コールプロセッサでは、回線の表示が 30文字を超えることはでき
ません。名と姓を組み合わせた文字が 30文字を超えないようにし
てください。この上限を超えた状態でオーダーを作成した場合、

コールプロセッサからエラーが送信されます。サービステンプレー

トを使用すると、文字数が 30文字を超えないように自動的に切り
捨てるキーワードベースの自動設定を作成できます。

[回線（Line）]サービスのエンドユーザの関連付けは自動的にプロ
ビジョニングされます。

[回線（Line）]

共有[共有エンドポイントの回線（Line on a Shared Endpoint）]は、
ユーザが同じ物理エンドポイントで独自の別回線を必要としている

場合にオーダーします。このサービスをプロビジョニングすると、

エンドポイントとそのすべての回線が各ユーザのレコードに表示さ

れます。

ユーザレコード内で共有されているエンドポイントの横に、[共有
（Shared）]アイコンが表示されます。

[共有エンドポイントの回
線（Line on a Shared
Endpoint）]

オーダーの管理
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[エンドポイント
（Endpoint）]

オーダーの管理

12

オーダーの管理

ユーザのサービスのオーダー



関連付けられた回線または電話番号のないエンドポイントをオー

ダーします。回線または電話番号に関連付けることはできません。

エクステンションモビリティ機能は、ほとんどの Cisco Unified IP
Phoneに拡張されています。Cisco Unified IP Phoneのマニュアルを
参照して、Cisco Extension Mobilityがサポートされていることを確
認してください。次の URLにアクセスしてください。

• http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10326/products_user_
guide_list.html

• http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/phones/ps379/
products_user_guide_list.html

• http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10451/products_user_
guide_list.html

• http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10453/products_user_
guide_list.html

SIPフォンでは、7911、7941、7942、7945、7961、7962、7965、
7970、7971、7975のUnified IP Phoneに対してのみ [エクステンショ
ンモビリティ（Extension Mobility）]を有効にするため、[はい
（Yes）]を選択します。[エクステンションモビリティ（Extension
Mobility）]は、他の SIP電話ではサポートされていません。

エンドポイント名のガイドラインは次のとおりです。

• Unified Personal Communicator：

•ユーザ名と一致している必要がありますUPCは、オーダー
がプロビジョニングされた後に自動的にエンドポイント名

に追加されます。

•大文字（A～ Z）または数字（0～ 9）を含める必要があ
ります。他の文字は無視されます。

• UPCの後に 12文字を追加することができます。

たとえば、ユーザ名が john_jacksonの場合は、
JOHNJACKSONと入力します。

• Cisco Jabber for iPhone：

•プレフィックスTCTを含める必要があります入力しなかっ
た場合、Cisco Prime Collaboration Provisioningによって自
動的に追加されます。

•プレフィックスを含んで 15文字未満にする必要がありま
す。

•含めることができるのは英数字（A～Z、a～ z、0～ 9）
だけです。Cisco Prime Collaboration Provisioningは、エン
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ドポイントに情報をプッシュする前に小文字を大文字に変

換します。

• CTIポート：1～ 15文字の英数字（A～ Z、a～ z、0～ 9）、
アンダースコア（_）、ハイフン（-）、またはピリオド（.）を
含める必要があります。

• IP Communicator：1～ 15文字の英数字（A～ Z、a～ z、0～
9）、アンダースコア（_）、ハイフン（-）、またはピリオド
（.）を含める必要があります。

Client Services Framework：1～ 15文字の英数字（A～ Z、a～ z、
0～ 9）を含める必要があります。

エンドポイント属性は、選択したエンドポイントタイプ

でサポートされる機能に基づいて表示されます。

（注）

新しいエンドポイントと回線を追加します。

エンドポイントサービスをオーダーする場合、回線の最大数は電

話タイプの電話ボタンテンプレートによって異なります（電話ボ

タンテンプレートが使用可能な場合）。CiscoUnifiedCommunications
ManagerExpressでは電話ボタンテンプレートを使用できないため、
回線の最大数は各エンドポイントタイプの製品カタログで定義さ

れます。

CiscoUnified CommunicationsManager Expressのエンドポイントサー
ビスオーダーを作成する際は、Cisco PrimeCollaboration Provisioning
が常に二重回線で ephone-dnをプロビジョニングすることに注意し
てください。

• Cisco PrimeCollaboration Provisioningは、常に二重回線で ephone
dnをプロビジョニングします。

•ユーザの同期中、Cisco Prime Collaboration Provisioningは、単
一回線、二重回線、および八重回線ですべての ephone-dnを同
期させます。

•エンドポイントには孤立した ephone-dn（ephoneによって使用
されていない ephone-dn、または ephoneに関連付けられていな
い ephone-dn）を持たせないでください。

エンドポイント属性は、選択したエンドポイントタイプ

でサポートされる機能に基づいて表示されます。

（注）

[エンドポイントサービス
（Endpoint Service）]

オーダーの管理
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ユーザ用に [リモート接続先プロファイル（Remote Destination
Profile）]をオーダーしてユーザの属性を設定し、シングルナンバー
リーチ（SNR）をサポートする [リモート接続先プロファイル回線
（Remote Destination Profile Line）]を選択または設定できるように
します。

[リモート接続先プロファイル（RemoteDestination Profile）]では、
オーナーの変更と交換の操作がサポートされません。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません

[リモート接続先プロファ
イル（Remote Destination
Profile）]

1つの [リモート接続先プロファイル（Remote Destination Profile）]
で、無制限の [リモート接続先プロファイル回線（RemoteDestination
Profile Line）]をオーダーします。[リモート接続先プロファイル回
線（Remote Destination Profile Line）]は、回線の自動割り当てまた
は選択されたタイプをサポートします。

ユーザ間で [リモート接続先プロファイル回線（Remote Destination
ProfileLine）]を共有でき、同じ接続先を [リモート接続先プロファ
イル（Remote Destination Profile）]、[回線（Line）]、および [モビ
リティアクセス回線の有効化（Enable Mobility Access Line）]で共
有できます。この場合、回線のすべてのタイプが共有回線として表

示されます。

[リモート接続先プロファイル（RemoteDestination Profile）]では、
[回線（Line）]サービスでオーダーするように[ボイスメール（Voice
Mail）]または [エクステンションモビリティ（ExtensionMobility）]
をオーダーできます。

[リモート接続先プロファイル（RemoteDestination Profile）]のオー
ダーは、ユーザ権限では可能ですが、疑似ユーザでは実行できませ

ん。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません

[リモート接続先プロファ
イル回線（Remote
Destination Profile Line）]

このコールプロセッサを共有するためにすべてのサービスエリア

に対して [リモート接続先プロファイル（RemoteDestinationProfile）]
サービスを有効にします。また、[リモート接続先プロファイル回
線（Remote Destination Profile Line）]を追加します。

[リモート接続先プロファイル（RemoteDestination Profile）]のオー
ダーは、ユーザ権限では可能ですが、疑似ユーザでは実行できませ

ん。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません

[リモート接続先プロファ
イルサービス（Remote
Destination Profile
Service）]
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[モビリティの有効化（Enable Mobility）]、モビリティの有効化、
および [リモート接続先プロファイル回線（RemoteDestinationProfile
Line）]を設定します。

モビリティがデスクフォンで動作するように、次の操作を行う必

要があります。

• [電話（phone）]および [リモート接続先プロファイル（Remote
Destination Profile）]で、[回線（Line）]を共有するように設定
します。

• [リモート接続先（Remote Destination）]に使用される [ユーザ
ID（User ID）]を [オーナー（Owner）]に設定します。

• Cisco Unified CommunicationsManagerでソフトキーテンプレー
トを作成して、これをデスクトップ電話に割り当てます。Cisco
Prime Collaboration Provisioningでは、ソフトキーのカスタマイ
ズはサポートされていません。Cisco Unified Communications
Managerでカスタムテンプレートを作成します。

このサービスはユーザロールに関連付けるまで、オーダー用に表

示されません

ユーザ用に [モビリティサポートの有効化（EnableMobility
Support）]サービスを注文した場合、同じユーザ用に [シ
ングルナンバーリーチ（Single Number Reach）]サービス
を注文することはできません。[ユーザプロビジョニング
（User Provisioning）]ページで、そのユーザに対して [シ
ングルナンバーリーチ（Single Number Reach）]サービス
オプションは表示されません。

（注）

[シングルナンバーリーチ
サービス（SingleNumber
Reach Service）]

コールプロセッサでユーザのプレゼンスサービス設定を有効化し

て、プレゼンスメッセージングを有効にします。

[ユーザサービス（User Services）]を設定するには、次の手順を実
行します。

1. Provisioningにプレゼンスサーバを追加し、インフラストラク
チャの同期を実行します。

2. オーダーに使用するサービスエリアにプレゼンスサーバを追
加します。

[ユーザサービス（User Services）]は Cisco Unified
Communications Manager 9.x以降のバージョンで利用でき
ます。

（注）

ユーザサービスは、オーダー可能なサービスとして使用

でき、サービスのオーダーを作成するときにもデフォル

トで追加されます。

（注）

[ユーザサービス（User
Services）]

オーダーの管理
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ユーザがすでに回線を所有している場合は、追加の [ボイスメール
（Voicemail）]サービスのオーダーを作成します。

[ボイスメール（Voicemail）]サービスの横にある [アップグレード
（Upgrade）]の指示は、ボイスメールを含めるように [回線（Line）]
サービスがアップグレードされることを示します。

CiscoUnified CommunicationsManager Expressでボイスメールのオー
ダーを作成する際は、コール転送プロビジョニング属性を入力する

必要があります。オーダーを入力する際に、[詳細オーダー設定
（Advanced Order Configuration）]をクリックし、[ボイスメール設
定テンプレート（Voicemail Configuration Template）]プロビジョニ
ング属性で、次のコマンドを入力します：call-forward busy <voice

mail port/dn> call-forward noan <voice mail port/dn> timeout

<seconds>

[ボイスメール
（Voicemail）]（個別）

表 3 : [オーダーエントリ（Order Entry）]のフィールド

説明GUI要素

SoftPhoneのサポートで使用するコンピュータの名前（DNSによる解
決が可能なもの）または IPアドレスです。

[関連付けられたPC
（Associated PC）]

電子メール IDを入力します。スペースを含めることはできません。Email ID

電子メールの [From]フィールドで使用する名前を入力します。Display Name
（Email）

登録済みサービスで追加された EMサービスを保持する場合、[詳細
オーダー設定（AdvancedOrder Configuration）] > [内線情報（Extension
Information）]でこのチェックボックスをオンにします。オンにしない
場合、EMサービスはエンドポイントにプロビジョニングされず、同
じ設定が Cisco Unified CMで更新されます。

登録済みサービス（EMサービスまたは登録済みサービス）の追加と
編集は、エンドポイントサービスのプロビジョニング中に [詳細オー
ダー設定（Advanced Order Configuration）] > [サービスの登録/登録解
除とSURLの割り当て（Subscribe/Unsubscribe services and assign SURL）]
で行えます。

Enable Extension
Mobility

次のいずれかを選択します。[自動割り当て回線（Auto-Assigned
Line）]：システムが自動的に電話番号を割り当てます。

[選択した回線（Chosen Line）]：ユーザが電話番号を指定します。電
話番号にダッシュやスペースを含めることはできません。

[エクステンションモ
ビリティ回線

（Extension Mobility
Line）]

オーダーの管理
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次のいずれかを選択します。

• [自動割り当て回線（Auto-Assigned Line）]：システムが自動的に
電話番号を割り当てます。自動割り当て番号は、オーダープロセ

スの開始時に選択したサービスエリアから取得されます。

• [選択した回線（ChosenLine）]：ユーザが電話番号を指定します。
電話番号にダッシュやスペースを含めることはできません。管理

者は共有回線に未使用の番号、またはユーザがすでに所有してい

る番号を選択できます。

その後、[詳細オーダー設定（AdvancedOrderConfiguration）]オプショ
ンで回線のプロビジョニング属性を設定できます。[回線のコピー
（Copy Line）]フィールドから回線を選択して [完了（Done）]をク
リックし、同じエンドポイントで設定した回線のプロビジョニング属

性をコピーすることもできます。

[回線タイプ（Line
Type）]

電話番号をフィールドに直接入力することも、[番号の選択（Select a
Number）]をクリックして電話番号を選択することもできます。

[番号の選択（Select a Number）]ウィンドウで、次のいずれかを行え
ます。

1. [既存ディレクトリ番号を選択（Select anExistingDirectoryNumber）]
ペインで、既に関連付けられている電話番号を選択します。この

ペインは次が表示されます。

•ユーザに関連付けられた予約電話番号。

•ユーザの回線サービスに関連付けられた電話番号。

または

2. [利用可能なディレクトリ番号を検索（Search for an Available
Directory Number）]ドロップダウンで、次から検索条件を選択し
ます。

• [個別番号（どのブロックにも割り当てられていない）
（Individual Numbers (not assigned to any block)）]：検索する特
定の番号を入力します。

• [DNブロック（DNBlocks）]：オーダーが行われる単一のサー
ビスエリアに設定された電話番号ブロックが表示されます。

[電話番号（DirectoryNumber）]フィールドに入力する番号を選択
します。

[電話番号（Directory
Number）]

オーダーの管理
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オーダー処理中は、エンドポイントで使用可能な回線の位置のリスト

ページが表示されます。回線の位置の横には、その回線の位置が使用

可能であるかどうかが示されます。

回線の位置のページでは、次の操作が可能です。

•回線タイプの設定：回線の横の [未定義（NotAssigned）]をクリッ
クし、次のページで回線タイプを設定します。回線が設定された

後で、ページの右側の保存アイコンをクリックして設定を保存し

ます。

•回線の位置の変更：回線の位置の横にある上または下向き矢印
キーを押します。

•複数の回線を設定する場合、最初の回線を設定した後にバック
アップを取得してから次の回線を設定します。

Cisco Unified Communications Manager Expressまたはエクステンション
モビリティアクセス回線では、回線の位置がサポートされていませ

ん。

[回線の位置（Line
Position）]

リストからエンドポイントを選択します。[選択されているエン
ドポイント（Selected
Endpoint）]

（任意）Prime Collaboration Provisioning Standardでは、MACアドレス
またはダミーのMACアドレスを入力する必要があります。アナログ
エンドポイントの場合は、選択した音声ポートに基づいてMACアド
レスが自動的に生成されます。

[MACアドレス
（MAC Address）]

リストからエンドポイントタイプを選択します。[エンドポイントタイ
プ（Endpoint Type）]

プロトコルを選択します。エンドポイントは SCCPと SIPの両方、ま
たはそのいずれかをサポートできます。[プロビジョニング属性
（Provisioning Attribute）]で設定されたデフォルトのプロトコルでプ
ロビジョニングします。プロトコルを選択しない場合、デフォルト設

定が選択されます。設定済みのサービステンプレートを適用すると、

そのテンプレート設定が使用されます。

[プロトコル
（Protocol）]

リストから対象のエンドポイントを選択します。[ターゲットエンドポ
イント（Target
Endpoint）]

使用可能なサービステンプレートのリストです。[サービステンプレー
ト（Service
Template）]
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アナログ音声ゲートウェイ参照を選択します。

ユーザの同期を実行する前に、インフラストラクチャの同期を実行し

ます。ユーザの同期において、同期されたアナログエンドポイントが

IMに存在しない音声ゲートウェイ参照に関連付けられていた場合、
その音声ポートインスタンスの作成および関連付けはスキップされま

す。したがって、Cisco PrimeCollaboration Provisioningを使用してその
アナログエンドポイントを管理することはできません。

アナログエンドポイントの同期および IMインスタンスの作成は、
バージョン 9.x以上のコールプロセッサでのみ実行できます。

[アナログ音声ゲートウェイ参照（Analog Voice Gateway Reference）]
フィールドは、ゲートウェイの説明と英数字の参照番号を含めるため

に拡張されます。音声ゲートウェイのインフラストラクチャサービス

の設定中にゲートウェイの説明を入力すると、その説明が [アナログ
音声ゲートウェイ参照（Analog Voice Gateway Reference）]フィールド
に表示されます。

[アナログ音声ゲート
ウェイ参照（Analog
Voice Gateway
Reference）]

[リモート接続先プロファイル（Remote Destination Profile）]の名前が
表示されます。

[名前（Name）]

[リモート接続先プロファイル（Remote Destination Profile）]の説明が
表示されます。

説明

選択された [リモート接続先プロファイル（RemoteDestinationProfile）]
の名前が表示されます。

[選択されているリ
モート接続先プロファ

イル（Selected Remote
Destination Profile）]

使用可能なサービスエリアのリストです。

サービスエリアにユニファイドメッセージプロセッサとして Unity
Connectionが設定されており、UnityConnectionに外部電子メールサー
バがない場合、[電子メール（Email）]のオーダーを行う際に
Provisioningではこのサービスエリアがオプションとして表示されま
せん。

[サービスエリア
（Service Area）]

Tool for Auto-Registered Phones Support（TAPS）電話に使用されます。
このチェックボックスをオンにすると、Provisioningはシステムで一意
のダミーMACアドレスを持つ電話を作成します。

TAPS電話を Cisco Unified Communications Managerでプロビジョニン
グし、実際のMACアドレスに更新した後、Provisioningでユーザとド
メインの同期を実行する必要があります。それによって、Provisioning
内のダミーMACアドレスが実際のMACアドレスに更新されます。

ダミーのエンドポイントがオーダーされた後の変更オーダーやキャン

セルオーダーでは、ユーザやドメインの同期は必要ありません。

[ダミーMACアドレス
の使用（Use Dummy
MAC Address）]
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ボイスメールのエイリアスを入力します。Cisco Unity Connectionでボ
イスメールはエイリアスで識別されます。エイリアスはボイスメール

をオーダーしたユーザ IDと同じとすることができです。

[ボイスメールエイリ
アス（Voicemail
Alias）]

ボイスメールの表示名を入力します。[ボイスメール表示名
（Voicemail Display
Name）]

[アナログ音声ゲートウェイ参照（Analog Voice Gateway Reference）]
フィールドに基づいて、該当する音声ポートが設定されます。占有さ

れているポートおよび使用可能なポートのリストを表示できます。

オーダー用に選択できるのは使用可能なポートだけです。

[音声ポート
（Voiceport）]

オーダーしたサービスの使用可能なプロビジョニング属性がリストさ

れます。このページでは、オーダーを作成する際のプロビジョニング

属性を設定できます。[詳細オーダー設定（Advanced Order
Configuration）]オプションの横のプラス記号（+）をクリックし、こ
のペインを展開します。

Cisco Unified Communications Manager内で数値が指定されているプロ
ビジョニング属性の値の設定を解除するには、値として 0を入力する
必要があります。値をクリアしただけでは、Cisco Unified
CommunicationsManager内のプロビジョニング属性は解除されません。

[詳細オーダー設定（AdvancedOrderConfiguration）]は、[詳細オーダー
（Advanced Ordering）]承認権限が割り当てられているユーザだけが
使用できます。

[詳細オーダー設定
（Advanced Order
Configuration）]

予約済みのエンドポイントがリストされている検索ページを開きま

す。予約済みのエンドポイントは特定のユーザのために予約されてい

ます。

プロビジョニング中にエンドポイントのMACアドレスまた
はダミーMACアドレスを入力します。

（注）

[予約済みのエンドポ
イントを選択する

（Choose a reserved
endpoint）]
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[エンドポイントのコ
ピー（Copy
endpoint）]
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ユーザ権限でサポートされているシステムのエンドポイントがすべて

リストされている検索ページを開きます。エンドポイントをコピーし

て、既存のエンドポイントと同じ設定で新しいエンドポイントをプロ

ビジョニングすることができます。

設定をコピーするには、検索ページでエンドポイントを選択し、[OK]
をクリックして確定します。

この機能を使用できるのは、[詳細オーダー（Advanced Ordering）]権
限を持つユーザだけです。

グローバルアクセスを行うことができる場合は、エンドポイントが同

じコールプロセッサに属していれば、管理対象のエンドポイントと管

理対象外のエンドポイントを含めた、ユーザがオーダー可能なすべて

のエンドポイントをコピーできます。

ドメインアクセスを行うことができる場合は、エンドポイントが同じ

コールプロセッサに属していれば、ユーザがオーダー可能であり、さ

らにユーザが管理可能なドメイン内にある管理対象エンドポイントだ

けをコピーできます。

これは、各エンドポイントに固有の設定が存在するため、すべての設

定が新しいエンドポイントにコピーされるわけではないからです。次

の設定は新しいエンドポイントにコピーされません。

• [電話番号（Directory Number）]

• [MACアドレス（MAC Address）]

• [エンドポイントの説明（Endpoint Description）]

エンドポイントがコピーされても、サービスは新しいエンドポイント

にコピーされません。たとえば、回線、ボイスメール、電子メールが

エンドポイントに存在する場合、これらは新しいエンドポイントにコ

ピーされません。さらに、エンドポイントに関連付けられている設定

専用の属性もコピーされません。

[エンドポイントのコピー（Copy endpoint）]を使用してコピーできる
のは、オーダーの作成時に設定されたプロビジョニング属性だけで

す。

コピーされたエンドポイントの Cisco Unified Communications Manager
のバージョンで属性がサポートされない場合、またはコピーされたエ

ンドポイントのタイプで属性がサポートされない場合、その属性は新

しいエンドポイントでクリアされます。

アナログ電話のみ、別のアナログ電話にコピーすることができます。

IP Phoneをアナログ電話にコピーすることはできません。

エンドポイントをコピーする場合、追加オーダー時に設定されたプロ

ビジョニング属性はコピーされるだけです。
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オーダーが完了すると、Cisco Unified Communications Managerで、[共
通設定の上書き（OverridingCommon settings）]チェックボックスがオ
ンになります。つまり、新しいエンドポイントのデフォルト属性は変

更されています。

Cisco Jabberサービスは、CiscoUnified CommunicationsManagerで Jabber
を有効にした場合のみオーダー可能です。CiscoUnifiedCommunications
Managerの Jabberを有効にするには、 [デバイスのセットアップ（Device
Setup）]を選択します。デバイスのクイックビューにカーソルを合わ
せ、[UCサービス（UC Services）]タブをクリックします。

リストから Jabberサービスを選択します。

• Cisco Jabber for Tablet

• Cisco Jabber for iPhone

• Cisco Jabber for Desktop

• Cisco Jabber for Blackberry

• Cisco Jabber for Android

[オーダー可能なCisco
Jabberサービス
（Orderable Cisco
Jabber Services）]

関連トピック

サービステンプレートの作成

バッチヘルプでのプロビジョニング属性の説明

オーダーの検索（60ページ）
バッチプロビジョニング

コールプロセッサに対する回線とエンドユーザの関連付

け
Provisioningの次の回線サービスのいずれかをオーダーすると、回線とエンドユーザの関連付
けが自動的に作成されます。

•回線（Line）

• [共有エンドポイントの回線（Line on a Shared Endpoint）]

• [エクステンションモビリティ回線（Extension Mobility Line）]

• [リモート接続先プロファイル回線（Remote Destination Profile Line）]

関連付けは、次のルールに基づいて作成されます。

•回線サービスの追加オーダーの場合は、エンドユーザの関連付けが、すべての回線サービ
スに対してコールプロセッサ上で自動的にプロビジョニングされます。

•回線サービスの変更オーダーの場合は、関連付けが次のように作成されます。

オーダーの管理
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ユーザの関連付けが存在しない場合は、オーダーを行ったユーザ IDと回線サービス
との間で関連付けがプロビジョニングされます。

•

•ユーザの関連付けが存在していて、オーダーを行ったユーザ IDがすでに関連付けら
れている場合は、その関連付けが保持されます。

•ユーザの関連付けが存在していて、オーダーを行ったユーザ IDが関連付けられてい
ない場合は、既存のユーザとともにオーダーを行ったユーザに対して、新しい関連付

けがプロビジョニングされます。

•回線サービスのキャンセルオーダーの場合は、サービス自体がデプロビジョニングされて
いるため、ユーザの関連付けもまた Cisco Unified Communications Managerから削除されま
す。

•エンドポイントオーダーを変更または交換する場合は、エンドポイントのタイプに基づい
てサポートされる値を入力する必要があります。有効な値を入力しないと、オーダーは回

復不能な状態になります。たとえば、iPhoneおよびNokiaでは特定の値のセットがサポー
トされます。

•エンドポイントの交換オーダーの場合は、古いエンドポイントのユーザの関連付けが保持
されます。

•オーナー変更の場合は、次のようになります（IP Phoneにのみ適用）。

•以前のオーナーの回線に関連付けられているユーザは、新しいオーナーの関連付けに
置き換える必要があります。

•登録ユーザから疑似ユーザにエンドポイントのオーナーを変更する場合は、関連付け
がデプロビジョニングされます。

•疑似ユーザから通常のユーザにオーナーを変更する場合は、関連付けが追加されま
す。

Cisco Prime Collaboration Provisioningによって回線がプロビジョニングされていない場合は、
回線が Provisioningと同期された後に、Cisco Unified Communications Managerで回線とユーザ
の関連付けが作成されないことがあります。

この場合は、Line to End-user Associationユーティリティを実行する必要があります。このユー
ティリティを実行しないと、プライマリ内線以外の回線のプレゼンスステータスがレポートさ

れず、シングルナンバーリーチサービスが正しく動作しなくなります。

Line toEnd-userAssociationユーティリティの実行に関する詳細については、http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12363/prod_installation_guides_list.htmlを参照してください。

ユーザの同期中、Cisco Prime Collaboration Provisioningはコールプロセッサの回線オブジェク
トのユーザ関連付けをすべて同期させます。

• 6.0.x以降のバージョンのCiscoUnified CommunicationsManagerだけが、この関連付けでプ
ロビジョニングされます。

•この関連付けは、疑似ユーザには提供されません。

オーダーの管理

25

オーダーの管理

コールプロセッサに対する回線とエンドユーザの関連付け

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12363/prod_installation_guides_list.html


関連付けられたユーザのリストに設定されている特定のユーザを削除することはできません。

この制限を回避するには、Cisco Unified Communications Managerから手動でユーザ関連付けを
削除し、Cisco Unified CommunicationsManagerをCisco Prime Collaboration Provisioningと同期さ
せます。

（注）

共有エンドポイントと共有回線のオーダー
Cisco Prime Collaboration Provisioning内で共有エンドポイントと共有回線の両方を設定できま
す。次のシナリオが可能です。

•共通共有回線：複数のユーザが異なるエンドポイントから同じ回線を共有します。

•プライマリ共有回線：複数のユーザが異なるエンドポイントから同じ回線を共有します
が、すべてのユーザについて1人のユーザの回線ディスプレイ（ヘルプデスクなど）が使
用されます。ユーザは、共有回線とは別に独自の回線を所有することもできます。

•共有エンドポイント：複数のユーザが同じエンドポイントを共有しますが、そのエンドポ
イントから別々の回線を所有します。

共有エンドポイントおよび共有回線をオーダーする際は、次の点に注意してください。

•ボイスメール、電子メール、およびユニファイドメッセージングを装備している回線がす
でに存在する共有エンドポイントに対して、2番目のユーザが回線をオーダーした場合、
それらの1番目の回線の製品は、そのユーザのユーザレコードに表示されません。共有回
線をオーダーした場合も同様です。

• 2番目のユーザが共有エンドポイントを削除した場合、その共有エンドポイントは 1番目
のユーザのユーザレコードに引き続き表示され、Cisco Unified Communications Managerに
も引き続き存在します。ただし、2番目のユーザが共有エンドポイントの回線を削除した
場合、その回線は 1番目のユーザのユーザレコードから削除され、Cisco Unified
Communications Managerからも削除されます。

• 2番目のユーザが共有回線を削除した場合、その共有回線は Cisco Unified Communications
Manager上で 2番目のユーザのエンドポイントから削除されます。ただし、1番目のユー
ザのユーザレコードには引き続き表示され、Cisco Unified Communications Manager上で 1
番目のユーザのエンドポイントにも引き続き存在します。

• 1番目のユーザは、2番目のユーザの回線に対して新しいボイスメールをオーダーしない
ようにしてください（オーダーした場合は、ボイスメールが独自のユーザレコードに表示

されます）。この場合、ボイスメールはすでに同じ電話番号で存在するため、Cisco Unity
で 2番目のボイスメールは機能しません。

•共有回線に設定されている電話番号のプロビジョニング属性に対して行われた変更も、電
話番号が同じすべての回線に適用されます。新規の共有回線には、既存の回線の電話番号

属性が適用されます。
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•デフォルトでは、DNブロックの割り当てアルゴリズムはパーティションを考慮せず、ブ
ロックから一意のDNパターンを割り当てようとします。異なるパーティションにある既
存の DNを割り当てないようにするためには、次のプロパティを追加します。

dfc.ipt.servicearea.dnblock.uniquedn: Y

プロパティを変更するには、root CLIにアクセスする必要があり
ます。CLIアクセスについては、Cisco TACにお問い合わせくだ
さい。

（注）

• 1番目のユーザが共有回線またはエンドポイントを削除すると、その共有回線またはエン
ドポイントの関連付けは 2番目のユーザに移ります。

共通共有回線の設定

複数のユーザが各自のエンドポイントで回線を使用することによって同じ電話番号を共有す

る、というシナリオを設定できます。

•ユーザ名はそれぞれ、各自のエンドポイントにおける共有回線上に表示されます。

•他の人に電話をかけると、発信者 IDにはユーザ名が表示されます。

•各ユーザのエンドポイントと共有回線は、各自のユーザレコードに表示されます。

共通共有回線を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 サービスをプロビジョニングするユーザの横のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [サービスのプロビジョニング（Provision Services）]をクリックします。

ステップ 4 [サービスの詳細（ServiceDetails）]ページで [カスタムサービスウィザード（CustomServicesWizard）]
をクリックします。

ステップ 5 [サービスエリア（Service Area）]を選択して [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 6 [共有エンドポイントの回線（Line on a Shared Endpoint）]を選択し、[続行（Continue）]をクリックして
オーダー処理を開始します。

ステップ 7 次の手順を実行します。

• [共有エンドポイントタイプの回線用に選択した回線（Chosen Line for the line on a shared endpoint
type）]を選択します。

•回線の [回線の位置（Line Position）]を選択します。

•ターゲットエンドポイントを指定します。

•共有回線の電話番号を指定します。
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ステップ 8 [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）]ペインを展開します。

ステップ 9 [電話番号情報（DirectoryNumber Information）]ペインで、ディレクトリの [ルートパーティション（Route
Partition）]を選択します。

ステップ 10 [詳細設定（AdvancedConfiguration）]のその他のペインに必須情報を入力し、[確認（Confirm）]をクリッ
クします。

ステップ 11 残りの各ユーザについて上記の手順を繰り返します。

プライマリ共有回線の設定

複数のユーザが各自のエンドポイントから同じ回線を共有するものの、プライマリユーザの回

線ディスプレイが他のユーザよりも優先される、というシナリオを設定できます。

• 1人のプライマリユーザと 1人または複数のセカンダリユーザの全員が、同じ回線を共有
できます。

•プライマリユーザの回線ディスプレイは、すべてのユーザのエンドポイントにおける共有
回線上に表示されます。

•セカンダリユーザが共有回線を使用してコールを発信すると、発信者 IDに、プライマリ
ユーザの回線ディスプレイが表示されます。

•セカンダリユーザのユーザレコードには、共有回線と、各自の回線が表示されます。

•プライマリユーザのユーザレコードには、3つの共有エンドポイントおよび 3つの回線の
すべてと、個々のユーザの回線が表示されます。

プライマリ共有回線の設定手順の例

このシナリオでは、ヘルプデスクがプライマリユーザであり、セカンダリユーザ 1および 2
と回線を共有しています。

宛先番号回線ディスプレイユーザ

123ヘルプデスク（Help Desk）プライマリユーザ

321ユーザ 1ユーザ 1

345ユーザ 2ユーザ 2

すべてのエンドポイントについて、共有回線に対応するキャパシティを備えたエンドポイント

モデルを選択していることを確認してください。

（注）

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。
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ステップ 2 [ユーザ 1（User 1）]をクリックして [カスタムサービスウィザード（Custom Services Wizard）]をク
リックします。

ステップ 3 [サービスエリア（Service Area）]を選択して [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 4 [エンドポイントサービス（Endpoint Service）]を選択して [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 5 [未割り当て（Not Assigned）]リンクをクリックして回数のタイプを割り当てます。

ステップ 6 電話番号を 321と指定します。エンドポイントおよびサービスのオーダーを作成できます。個々のサー
ビスのオーダーを作成するか、バンドルされたサービスをオーダーできます。

ステップ 7 ユーザ 2についてステップ 1～ステップ 6を繰り返しますが、電話番号を 345と指定します。

ステップ 8 プライマリユーザ（ヘルプデスク）についてステップ 1～ステップ 6を繰り返しますが、宛先番号を
123と指定します。

ステップ 9 ステップ 1を繰り返します。

ステップ 10 [プライマリユーザ（Primary User）]をクリックします。

ステップ 11 新しい [共有エンドポイントの回線（Line on Shared Endpoint）]を選択し、必ず次の手順を実行します。

• [選択した回線（Chosen Line）]を選択します。

•電話番号を 123と指定します。

•ユーザ 1のエンドポイントのMACアドレスを選択します。

ステップ 12 ユーザ 2のエンドポイントのMACアドレスを選択します。

ステップ 10を繰り返し、必ず次の手順を実行します。

[選択した回線（Chosen Line）]を選択します。

電話番号を 123と指定します。

ステップ 13 [確認（Confirm）]をクリックします。

2人以上のユーザが同じエンドポイントを共有するものの、それぞれ独自の回線と回線ディス
プレイ情報を持つ、というシナリオを設定できます。

•各ユーザの回線ディスプレイは、共有エンドポイントの各自の回線に表示されます。

•他の人に電話をかけると、発信者 IDには、該当するユーザの回線ディスプレイが表示さ
れます。

•各ユーザレコードには、共有エンドポイント、各自の回線、他のユーザの回線がリストさ
れます。

エンドポイントのない回線のオーダー
Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、関連付けられているエンドポイントがない回線や
共有回線をオーダーすることができます。ユーザは、[ユーザプロビジョニング（Provisioning）]
ページ（[ユーザプロビジョニング（UserProvisioning）]）またはセルフケアで目的のエンドポ
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イントをこれらの回線に追加できます。ユーザインターフェイスを介して、またはバッチプ

ロビジョニングで一括して、エンドポイントのない回線を追加できます。

この機能は Cisco Unified Communications Manager 10.0以上でサポートされます。また、小規
模、中規模、および大規模などのすべての展開モデルでサポートされています。

（注）

エンドポイントのない回線のオーダー時は、Cisco Prime Collaboration Provisioningに以下の属
性がありますが、Cisco Unified CM内の関連付けられたマッピングフィールドはありません。

• [回線の位置（Line Position）]

• [回線グループ（Line Groups）]

•転送元番号（Redirected Number）

•ダイヤル番号（Dialed Number）

•発信者番号（Caller Number）

•発信者名（Caller Name）

•コールの最大数（Maximum Number of Calls）

•ビジートリガー

• [不在着信のログ（Log Missed Calls）]

• [モニタリング用コーリングサーチスペース（Monitoring Calling Search Space）]

• [録音メディアソース（Recording Media Source）]

•視覚的なメッセージ受信インジケータのポリシー（VisualMessageWaiting Indicator Policy）

• [回線のテキストラベル（Line Text Label）]

• [外線電話番号マスク（External Phone Number Mask）]

•呼出音設定（電話がアイドルのとき）（Ring Setting (Phone Idle)）

•呼出音設定（電話がアクティブのとき）（Ring Setting (Phone Active)）

• [コールピックアップグループオーディオアラート（電話がアイドルのとき）（CallPickup
Group Audio Alert (Phone Idle)）]

• [コールピックアップグループオーディオアラート（電話がアクティブのとき）（Call
Pickup Group Audio Alert (Phone Active)）]

• [サービスパラメータの使用（Use Service Parameter）]

• [非取得時の接続先（内部）-コーリングサーチスペース（No Retrieve Destination
Internal-Calling Search Space）]

• [表示(内部発信者 ID)（Display (Internal Caller ID)）]
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• [ASCII表示(内部発信者 ID)（ASCII Display (Internal Caller ID)）]

•クラスタ間検索サービス経由のアドバタイズ（Advertise via Intercluster Lookup service）

回線にエンドポイントを追加するには、[サービスの詳細（ServiceDetails）]ペインにリストさ
れている回線サービスをポイントし、[エンドポイントの接続（Attach Endpoint）]オプション
をクリックします。また、クイックビューの [エンドポイントの切断（DetachEndpoint）]オプ
ションを使用すると、関連付けられているエンドポイントを回線から切断できます。

Self-Careから登録したエンドポイントを管理するために、Self-Careから関連付けた後で、エン
ドポイントを再同期する必要があります。

エンドポイントのキャンセル中に、エンドポイントの回線サービスを保持することができま

す。エンドポイントサービスをキャンセルしたら、保持されている回線は、エンドポイントの

ない回線と見なされます。Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、エンドポイントのない
回線にボイスメールサービスや電子メールサービスを追加できます。

次のエンドポイント/回線不一致レポートを使用して、エンドポイントに関連付けられていな
い回線を特定できます。

• [回線未割り当てのユーザ（Users with No Line）]

• [回線割り当て済み/エンドポイント未割り当てのユーザ（UserswithLines andNoEndpoint）]

• [未割り当ての回線（Unassigned Lines）]

このレポートを生成するには、[レポート（Reports）] > [エンドポイント/回線不一致レポート
（Endpoint/Line Mismatch Reports）]をクリックして、目的のレポートの横にある [エクスポー
ト（Export）]をクリックします。

関連トピック

Prime Collaboration Self-Careの概要
Self-Careアカウントの作成
バッチプロビジョニングを使用した Self-Careの有効化と無効化
Prime Collaboration Self-Careの開始
個人設定のカスタマイズ

電話およびエクステンションモビリティの設定

回線の設定

ユーザ設定

共通 Self-Careタスク
シングルナンバーリーチの設定

Self-Careユーザ移行スクリプト

回線への Extension Mobilityアクセスの接続
Cisco Prime Collaboration Provisioning 12.2以降向け
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この機能では、Cisco Prime Collaboration Provisioningユーザインターフェイスを使用して、
Extension Mobilityアクセスを未割り当ての回線に接続できます。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 EMアクセスを接続するユーザを選択します。

ステップ 3 [サービスの詳細（Service Details）]ページで、選択した未割り当ての回線の横にある情報（i）アイコンに
カーソルを合わせ、[アクション（Actions）]リストの [EMアクセスの接続（Attach EM Access）]をクリッ
クします。

ステップ 4 [サービスの設定（Configure Service）]ページで、[選択されているEMアクセス（Selected EM Access）]、
[回線の位置（Line Position）]、[回線の説明（Line Description）]などの必要な情報を入力します。

ステップ 5 [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 6 [オーダーの確認の詳細（Order ConfirmationDetails）]ページで [確認（Confirm）]をクリックし、選択した
回線用に EMアクセスを接続します。

エクステンションモビリティ回線からのExtension Mobilityアクセスの
接続解除

Cisco Prime Collaboration Provisioning 12.2以降向け

この機能により、ユーザは Cisco Prime Collaboration Provisioningユーザインターフェイスを使
用して、エクステンションモビリティ回線から Extension Mobilityアクセスの接続を解除でき
ます。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 エクステンションモビリティ回線から EMアクセスの接続を解除する必要があるユーザを選択します。

ステップ 3 [サービスの詳細（Service Details）]ページで、選択した EMアクセス回線の横にある情報（i）アイコンに
カーソルを合わせ、[アクション（Actions）]リストの [EMアクセスの接続解除（Detach EMAccess）]をク
リックします。

ステップ 4 [オーダーの確認の詳細（Order ConfirmationDetails）]ページで [確認（Confirm）]をクリックし、選択した
EM回線への EMアクセスの接続を解除します。

ボイスメールサービスのオーダー
ボイスメールサービスをオーダーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 対象のユーザをクリックします。
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ステップ 3 [サービスの詳細（Service Details）]ページで [カスタムサービスウィザード（Custom Services Wizard）]
をクリックします。

ステップ 4 ドロップダウンリストからサービスエリアを選択します。マウスポインタを [クイックビュー（Quick
View）]アイコンの上に置くと、ドロップダウンリストにサービスエリアの情報が表示されます。

ステップ 5 [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 6 [ボイスメールサービス（Voicemail service）]を選択して [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 7 [サービスのプロビジョニング（Service Provisioning）]ページで、次の手順を実行します。

• [基本ボイスメール情報（Basic Voicemail Information）]ペインで、必要な情報を入力します。

サービスエリアに対して Exchangeサーバが設定されている場合にのみ、テキスト/スピーチ
（TTS）対応サービステンプレートと非対応サービステンプレートが [サービステンプレー
ト（Service Template）]ドロップダウンリストに表示されます。サービスエリアで Exchange
サーバが設定されていない場合は、TTS非対応のサービステンプレートのみが [サービステ
ンプレート（Service Template）]ドロップダウンリストに表示されます。

（注）

• [詳細オーダー設定（AdvancedOrder Configuration）]ペインで、次のタブに必要な情報を入力します。

• [一般（General）]（フィールドの説明については、表 4 : [詳細オーダー設定（Advanced Order
Configuration）] - [一般（General）] （34ページ）を参照してください）。

• [受信したメッセージ（ReceivedMessages）]（フィールドの説明については、表 5 : [詳細オーダー
設定（AdvancedOrder Configuration）] - [受信したメッセージ（ReceivedMessages）]（37ページ）
を参照してください）。

• [コールの動作（CallBehavior）]（フィールドの説明については、表6: [詳細オーダー設定（Advanced
Order Configuration）] - [コールの動作（Call Behavior）]（39ページ）を参照してください）。

• [電話メニュー（PhoneMenu）]（フィールドの説明については、表7 : [詳細オーダー設定（Advanced
Order Configuration）] - [電話メニュー（Phone Menu）]（42ページ）を参照してください）。

• [送信したメッセージ（SentMessages）]（フィールドの説明については、表 8 : [詳細オーダー設定
（Advanced Order Configuration）] - [送信したメッセージ（Sent Messages）] （43ページ）を参照
してください）。

• [代替 ID（Alternate Identities）]。

[一般（General）]、[受信したメッセージ（ReceivedMessages）]、[コールの動作（CallBehavior）]、
[電話メニュー（PhoneMenu）]、[送信したメッセージ（SentMessages）]、および [代替ID（Alternate
Identities）]タブは、Unity Connection 10.x以上で表示されます。

（注）

ステップ 8 [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 9 [確認（Confirm）]をクリックして [OK]をクリックします。
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• Unity Connectionでプロビジョニングされたすべてのボイスメールユーザが、Cisco Unified
Communications Managerと統合されたユーザとして作成されます。

• Prime Collaboration ProvisioningがUnity Connection LDAPインポートリストからユーザをイン
ポートすると、そのユーザはアクティブ LDAPからインポートされたユーザとして表示され
ます。

•エイリアス、名（First Name）および姓（Last Name）などのユーザフィールドはグレー表示
されます。

（注）

表 4 : [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）] - [一般（General）]

説明フィールド

ユーザが別のユーザへコールを転送しようとしたがクロスサー

バ転送が失敗した場合に、転送コールをリリースする内線番

号を入力します。

[クロスサーバ転送先内線番号
（Cross-Server Transfer
Extension）]

ユーザに適用可能なファクスサーバを選択します。[発信ファクスサーバ
（Outgoing Fax Server）]

オブジェクトが属するパーティションを選択します。パーティ

ションはグループ化されてサーチスペースになります。サー

チスペースは、ユーザまたは外部発信者がUnityConnectionと
対話しているときに到達できるオブジェクト（ユーザや同報

リストなど）の範囲を定義するために使用されます。

[パーティション（Partition）]

ユーザアカウントに適用するサーチスペースを選択します。[検索範囲（Search Scope）]

ユーザの内線番号が作成された電話システムを選択します。[電話システム（Phone
System）]
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UnityConnectionデバイスで設定されたサービスクラス（COS）
を一覧表示します。TTS対応 COSのいずれかを選択すると、
ボイスメールアカウントに対してユニファイドメッセージン

グサービスが有効になります。TTS非対応COSを選択した場
合は、ボイスメールアカウントに対してユニファイドメッ

セージングサービスが無効になります。

サービスエリアに対してExchangeサーバが設定されている場
合にのみ、TTS対応COSオプションと非対応COSオプション
が [サービスクラス（Class of Service）]ドロップダウンリス
トに表示されます。サービスエリアでExchangeサーバが設定
されていない場合は、非対応 COSオプションのみが表示され
ます。

ボイスメールのオーダー中に [サービスクラス（Class of
Service）]ドロップダウンリストから値を選択しない場合は、
そのサービスエリアに割り当てられている加入者テンプレー

トに基づいてサービスクラスが設定されます。

ボイスメールアカウントに対してユニファイドメッセージン

グサービスが有効になっている場合、サービス一覧ページに

は、ボイスメールサービスに対してテキスト/スピーチアイコ
ンが表示されます。ボイスメールクイックビューには、ボイ

スメールアカウントに割り当てられているサービスクラス、

およびそのボイスメールアカウントに対してユニファイド

メッセージングサービスが有効になっているかどうかが表示

されます。

このオプションは、Unity Connection 9.0以上のバー
ジョンで使用できます。

（注）

ボイスメールアカウントを追加する場合、このフィー

ルドへの入力はオプションです。ただし、ボイスメー

ルのオーダーを変更する場合には必須です。

（注）

[サービスクラス（Class of
Service）]

このフィールドは、ボイスメールのオーダーを変更する場合

にのみ表示されます。

ボイスメールアカウントに対してユニファイドメッセージン

グサービスが有効になっている場合、このフィールドには、

そのボイスメールアカウント用のメールボックスが作成され

ている Exchangeサーバの名前が表示されます。

ボイスメールアカウントに対してユニファイドメッセージン

グサービスが無効になっている場合は、そのサービスエリア

に設定されているすべての Exchangeサーバがこのドロップダ
ウンリストに表示されます。

[Exchangeサーバ（Exchange
Server）]
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リストからスケジュールを選択して、標準および時間外のグ

リーティングを再生する日時と、グリーティング後の Unity
Connectionによるアクションを指定します。

[アクティブなスケジュール
（Active Schedule）]

企業ディレクトリにユーザを登録するには、このチェックボッ

クスをオンにします。外部発信者は、このディレクトリを使

用してユーザにアクセスします。

[ディレクトリに登録（List in
Directory）]

メッセージの配信失敗時に不達確認（NDR）メッセージを送
信者へルートするには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[メッセージの配信失敗時に不
達確認を送信する（Send
Non-Delivery Receipts on Failed
Message Delivery）]

この内線番号から発信するときに、このユーザに暗証番号の

入力を要求しないようにするには、このチェックボックスを

オンにします。

[既知の内線から発信するとき
の暗証番号をスキップする

（Skip PIN When Calling From
a Known Extension）]

このチェックボックスをオンにすると、[予定表：短い予定表
キャッシングポール間隔(分)（Calendars: Short Calendar Caching
Poll Interval (InMinutes)）]フィールドに設定された頻度に従っ
てユーザの Outlookカレンダ情報が更新されます。

[短い予定表キャッシングポー
ル間隔を使用する（Use Short
Calendar Caching Poll Interval）]

このチェックボックスをオンにすると、ユーザは次回サイン

イン時に名前と標準グリーティングを記録すること、暗証番

号を設定すること、および企業ディレクトリに登録するかど

うかを選択することを求められます。

[次回ログイン時に自己登録を
設定する（Set for
Self-Enrollment at Next
Sign-In）]

[所在地（Location）]

ユーザの番地を入力します。[住所（Address）]

ユーザが居るビル名を入力します。[ビル名（Building）]

市区町名を入力します。[市区町村郡（City）]

都道府県名を入力します。[都道府県（State）]

郵便番号を入力します。[郵便番号（Postal Code）]

国名を入力します。[国（Country）]

ユーザの適切なタイムゾーンを選択します。[タイムゾーン（Time Zone）]

ユーザの適切な言語を選択します。[言語（Language）]

マネージャの名前を入力します。[マネージャ（Manager）]

ユーザの部署名を入力します。[部署名（Department）]

アカウンティング情報、部署名、プロジェクトコードなど、

組織固有の情報に使用できる課金 ID。
[課金 ID（Billing ID）]
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表 5 : [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）] - [受信したメッセージ（Received Messages）]

説明フィールド

識別できない発信者が残すことのできるメッセージの録音時間

を、秒単位で設定します。

[最大メッセージ長
（MaximumMessageLength）]

発信者がメッセージを再生、追加、再録音、または削除できる

ようにするプロンプトを再生するには、このチェックボックス

をオンにします。

[発信者がメッセージを編集で
きる（Callers Can Edit
Messages）]

識別できない発信者または明示的にサインインしていないユー

ザがメッセージを残した場合に、Unity Connectionによって許
可されるアクションを示します。

• [通常にする（MarkNormal）]：識別できない発信者が残し
たメッセージに対して、緊急のマークを付けません。

• [緊急にする（MarkUrgent）]：識別できない発信者が残し
たすべてのメッセージに緊急のマークを付けます。

• [発信者が選択できる（Ask Callers）]：メッセージに緊急
のマークを付けるかどうかについて、Unity Connectionか
ら識別できない発信者に問い合わせます。

[メッセージの緊急性
（Message Urgency）]

識別できない発信者または明示的にサインインしていないユー

ザがメッセージを残した場合に、Unity Connectionによって許
可されるアクションを示します。

• [通常にする（MarkNormal）]：識別できない発信者が残し
たメッセージに対して、プライベートのマークを付けませ

ん。

• [プライベートにする（MarkPrivate）]：識別できない発信
者が残したすべてのメッセージにプライベートのマークを

付けます。

• [発信者が選択できる（Ask Callers）]：メッセージにプラ
イベートのマークを付けるかどうかについて、Unity
Connectionから識別できない発信者に問い合わせます。

[プライベートメッセージ
（Message Sensitivity）]

識別できない発信者または明示的にサインインしていないユー

ザがこのユーザに残したメッセージに対して、UnityConnection
でセキュアのマークを付けるには、このチェックボックスをオ

ンにします。

[セキュアにする（Mark
Secure）]
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識別できない発信者または明示的にサインインしていないユー

ザがメッセージを送信した後に、Unity Connectionによって許
可されるアクションを示します。

• [メッセージを再生しない（DoNot PlayRecording）]：メッ
セージ送信後に録音は再生されません。

• [システムデフォルト録音（System Default Recording）]：
メッセージ送信後にデフォルトのシステム録音を再生しま

す。

• [録音再生（PlayRecording）]：メッセージ送信後にカスタ
マイズされた録音を再生します。

[メッセージ後録音の再生
（Play After Message
Recording）]

このフィールドは、[録音後のメッセージの再生（Play After
MessageRecording）]フィールドの [メッセージを再生する（Play
Recording）]オプションを選択した場合に限り有効になりま
す。

[メッセージの選択
（Recording Selection）]

発信者にシステムプロンプトを再生するときの言語を選択し

ます。

[発信者に使用する言語
（Language That Callers
Hear）]

このフィールドは、[録音後のメッセージの再生（Play After
MessageRecording）]フィールドの [メッセージを再生する（Play
Recording）]オプションを選択した場合に限り有効になりま
す。

[メッセージ後のアクション
（After Message Action）]

発信者にシステムプロンプトを再生するときの言語を選択し

ます。

[開封確認要求へ応答する
（Respond to Requests for Read
Receipts）]

発信者がメッセージを残した後に Unity Connectionによって実
行されるアクションを示します。

• [コールアクション（Call Action）]：該当するアクション
をリストから選択します。

• [コールハンドラ（CallHandler）]：指定したシステムコー
ルハンドラに通話を送信します。

• [インタビューハンドラ（Interview Handler）]：指定した
インタビューハンドラに通話を送信します。

• [ディレクトリハンドラ（Directory Handler）]：指定した
ディレクトリハンドラに通話を送信します。

• [カンバセーション（Conversation）]：指定したカンバセー
ションに通話を送信します。

• [メールボックスがあるユーザ（User with Mailbox）]：指
定したユーザ内線番号に通話を送信します。

[メッセージエージングポリ
シー（MessageAgingPolicy）]
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メールボックスクォータのシステム設定を使用するには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[メールボックスクォータのシ
ステム設定の使用（Use
System Settings for Mailbox
Quotas）]

ユーザのメールボックスがこのサイズに達すると、そのユーザ

は、メールボックスが最大許容サイズに達しつつあることを警

告されます。

[警告クォータ（Warning
Quota）]

ユーザのメールボックスがこのサイズに達すると、そのユーザ

はボイスメッセージを送信できなくなります。

[送信クォータ（SendQuota）]

ユーザのメールボックスがこのサイズに達すると、そのユーザ

はボイスメッセージを送受信できなくなります。

[送信/受信クォータ
（Send/Receive Quota）]

メッセージアクション

ユーザがボイスメッセージを受信したときに、UnityConnection
によって実行されるアクションを選択します。

[ボイスメール（Voicemail）]

ユーザが電子メールメッセージを受信したときに、Unity
Connectionによって実行されるアクションを選択します。

Eメール

ユーザがファクスメッセージを受信したときに、Unity
Connectionによって実行されるアクションを選択します。

[ファクス（Fax）]

ユーザが開封確認を受信したときに、Unity Connectionによっ
て実行されるアクションを選択します。

[開封確認（Receipt）]

表 6 : [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）] - [コールの動作（Call Behavior）]

説明フィールド

発信者入力の設定を編集するには、該当するキーを選択しま

す。

[発信者入力キー（Caller Input
Keys）]

ロックされていないキーを発信者が 1つ押した後で、Unity
Connectionが追加入力を待機する時間の長さを示します。

[追加入力待機時間（Wait for
Additional Digits）]

コールハンドラおよびユーザメールボックスで先頭に追加さ

れる数字を使用して短縮内線番号をシミュレートするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

[付加番号を有効にする
（Enable Prepend Digits）]

発信者がユーザのグリーティングを聞いている間にダイヤルし

た内線番号に対して、先頭に追加される数字を入力します。

[付加番号（Prepend Digits）]

[代替ルール（Alternate Rule）]、[終了ルール（ClosedRule）]、[標準ルール（StandardRule）]

ルールを有効にするか無効にするかを指定します。[ルールステータス（Rule
Status）]

ルールが特定の終了日まで有効である場合に、ルールが無効に

なる日時を示します。

[日時（Date/Time）]
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次のいずれかの設定を選択します。

• [グリーティング（Greeting）]：このオプションを選択した
場合、通話は次の宛先に転送されます。

ユーザ設定の場合：ユーザグリーティング（ユーザの電

話機で呼び出し音は鳴りません）。

コールハンドラ設定の場合：コールハンドラグリーティ

ング。

• [内線番号（Extension）]：通話の転送先となる内線番号を
入力します。

[コールの転送先（Transfer
Calls To）]

電話システムでオブジェクトへの接続に使用される内線番号。[内線番号（Extension）]

Unity Connectionによるコールの転送方法を選択します。

• [スイッチへリリースする（Release to Switch）]：Unity
Connectionは自動的に発信者を保留にし、内線番号をダイ
ヤルして、コールを電話システムにリリースします。回線

が話し中であるか応答しない場合、コールは電話システム

（Unity Connectionではない）からユーザまたはハンドラ
のグリーティングに転送されます。この転送タイプを使用

すると、Unity Connectionで着信コールをより迅速に処理
できます。[スイッチへリリースする（Release to Switch）]
設定は、電話システムで着信転送が有効である場合に限り

使用してください。

• [転送を監視する（Supervise Transfer）]：Unity Connection
が電話受付係の役割を果たして、転送を処理します。回線

が話し中であるか応答しない場合、コールは Unity
Connection（電話システムではない）からユーザまたはハ
ンドラのグリーティングに転送されます。監視転送は、通

話の転送を電話システムで実行するかどうかにかかわらず

使用できます。

転送オプションは間接的な通話だけに適用されます。識別でき

ない発信者や別のユーザが直接ユーザの内線番号をダイヤルし

た場合、転送オプションは適用されません。

[転送タイプ（TransferType）]

ユーザまたはハンドラのグリーティングを再生する前に、内線

番号を呼び出す回数を選択します。

[待機する呼び出し回数
（Rings to Wait For）]

転送の実行中に、Unity Connectionから発信者に対して「お電
話を転送しております（Wait while I transfer your call）」という
プロンプトが再生されるようにするには、このチェックボック

スをオンにします。

[「お電話を転送しておりま
す」のプロンプトを再生

（Play the "Wait While I
Transfer Your Call" Prompt）]
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電話が話し中である場合の Unity Connectionによるコールの処
理方法を示します。通話を保留にしている間はポートが使用さ

れるため、保留のオプションは必要以上に使用しないことをお

勧めします。

[内線が話し中の場合（If
Extension Is Busy）]

ユーザが電話に応答したときに Unity Connectionで「お電話を
転送しております（transferring call）」というプロンプトが再
生されるようにするには、このチェックボックスをオンにしま

す。

[スイッチへのリリース（Release toSwitch）]が選択されている
か、[コールの転送先（Transfer Calls To）]が [グリーティング
（Greeting）]オプションに設定されている場合、このオプショ
ンは使用できません。

[コール接続時に通知する
（Tell Me When the Call Is
Connected）]

ユーザが電話に応答したときにUnityConnectionで「<ユーザま
たはコールハンドラの録音名>の方にお電話がはいっています
（call for <recorded name of user or call handler>）」または「<ダ
イヤルされた内線番号>の方にお電話がはいっています（call
for <dialed extension number>）」というプロンプトが再生され
るようにするには、このチェックボックスをオンにします。こ

の設定は、電話機を複数のユーザで共有している場合、または

ユーザがダイヤルされた複数の内線番号の通話を受け付ける場

合に使用します。

[スイッチへのリリース（Release toSwitch）]が選択されている
か、[コールの転送先（Transfer Calls To）]が [グリーティング
（Greeting）]オプションに設定されている場合、このオプショ
ンは使用できません。

[通話の宛先を通知する（Tell
Me Who the Call Is For）]

コールを転送する前に、コールを受け付けるかどうかを Unity
Connectionからユーザに問い合わせるようにするには、この
チェックボックスをオンにします。

[スイッチへのリリース（Release toSwitch）]が選択されている
か、[コールの転送先（Transfer Calls To）]が [グリーティング
（Greeting）]オプションに設定されている場合、このオプショ
ンは使用できません。

[電話を取るか確認する（Ask
Me If I Want to Take the Call）]
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Unity Connectionから発信者に対して名前を言うように要求す
る場合は、このチェックボックスをオンにします。ユーザが電

話に応答すると、Unity Connectionからコールが転送される前
に「...様からのお電話です（Call from...）」というプロンプト
が再生されます。

[スイッチへのリリース（Release toSwitch）]が選択されている
か、[コールの転送先（Transfer Calls To）]が [グリーティング
（Greeting）]オプションに設定されている場合、このオプショ
ンは使用できません。

[発信者の名前を確認する
（Ask for the Caller's Name）]

表 7 : [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）] - [電話メニュー（Phone Menu）]

説明フィールド

タッチトーンカンバセーションに使用するメニュースタイ

ルを選択します。

[タッチトーンカンバセーショ
ンメニュースタイル

（Touchtone Conversation Menu
Style）]

ユーザがメッセージを電話で再生および管理するときに再生

される、タッチトーンカンバセーションスタイルを選択し

ます。

[タッチトーンカンバセーショ
ン（Touchtone Conversation）]

カンバセーションがユーザに再生されるときの音量レベルを

選択します。

[ガイダンス音量（Conversation
Volume）]

ユーザにプロンプトが再生されるときの速度を選択します。[ガイダンス速度（Conversation
Speed）]

ユーザが電話でメッセージを確認するときに他のユーザおよ

び識別できない発信者からのボイスメッセージを検索できる

ようにするには、このチェックボックスをオンにします。

[メッセージロケータでメッ
セージの検索を有効にする

（Enable Finding Messages with
Message Locator）]

次のオプションのいずれかを選択します。

•ラストインファーストアウト（Last In, First Out）

•ファーストインラストアウト（First In, Last Out）

[メッセージロケータでメッセージを検索（Finding Messages
with Message Locator）]の [有効（Enabled）]チェックボック
スと併せて使用して、ユーザが個々のメッセージを電話で検

索できるようにします。

[メッセージロケータのソート
順（Message Locator Sort
Order）]

ユーザが電話でメッセージを再生するときに、UnityConnection
でタイムスタンプの再生に使用される時間形式を示します。

[時間フォーマット（Time
Format）]

[メニューに応答するとき（When Responding to Menus）]
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ユーザがメニューに応答しないときに、UnityConnectionでそ
のメニューを繰り返す回数を指定します。有効値の範囲は 0
～ 10です。

[メニューの繰り返し回数
（Times to Repeat Menu）]

UnityConnectionで、メニューの再生後にユーザが最初のキー
を押すか、ボイスコマンドを発音するまで待機する時間を指

定します。有効値の範囲は 500～ 10,000ミリ秒です。

デフォルト設定：5,000ミリ秒

[最初のタッチトーンを待つ(ミ
リ秒)（Wait for First Touchtone
(Milliseconds)）]

メッセージの宛先指定、パスワードまたは暗証番号の更新、

コール転送またはメッセージ通知の番号の変更などのために

ユーザ名または内線番号を入力する場合に、ユーザがキーを

押した後、次のキーを押すまで Unity Connectionが待機する
時間を指定します。有効値の範囲は 1,000～ 10,000ミリ秒で
す。

デフォルト設定：3,000ミリ秒

[名前、内線番号、暗証番号を
待つ(ミリ秒)（Wait for Names,
Extensions, and PINs
(Milliseconds)）]

UnityConnectionで、ユーザが特定の電話メニューで使用可能
なキーの組み合わせの最初の数字を表すキーを押してから、

新たなキーを押すまで待機する時間を指定します。有効値の

範囲は 250～ 5,000ミリ秒です。

デフォルト設定：1,500ミリ秒

[複数桁のメニューオプション
を待つ(ミリ秒)（Wait for
Multiple Digit Menu Options
(Milliseconds)）]

適切なチェックボックスをオンにして、ユーザのサインイン

後に Unity Connectionによって再生される内容を示します。
[サインイン後に再生（After
Sign-In, Play）]

次のいずれかのアクションを選択して、カンバセーション終

了時の Unity Connectionによるユーザの送信先を示します。

• [コールアクション（Call Action）]：該当するアクショ
ンをリストから選択します。

• [コールハンドラ（Call Handler）]：指定したシステム
コールハンドラに通話を送信します。

• [インタビューハンドラ（InterviewHandler）]：指定した
インタビューハンドラに通話を送信します。

• [ディレクトリハンドラ（DirectoryHandler）]：指定した
ディレクトリハンドラに通話を送信します。

• [カンバセーション（Conversation）]：指定したカンバ
セーションに通話を送信します。

• [メールボックスがあるユーザ（UserwithMailbox）]：指
定したユーザ内線番号に通話を送信します。

[カンバセーション終了後
（When Exiting the
Conversation）]

表 8 : [詳細オーダー設定（Advanced Order Configuration）] - [送信したメッセージ（Sent Messages）]

説明フィールド
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ユーザが電話でメッセージの本文やファクスメッセージの録

音された音声コメントを再生するときに、UnityConnectionに
よって再生されるメッセージの音量レベルを選択します。

[メッセージ音量（Message
Volume）]

ユーザが電話でメッセージの本文やファクスメッセージの録

音された音声コメントを再生するときに、UnityConnectionに
よるメッセージの再生速度を選択します。

[メッセージ再生速度（Message
Speed）]

ユーザがメッセージを聞いている途中で早送りしたときに、

Unity Connectionが前方へスキップする時間を指定します。
[メッセージの早送り位置(ミリ
秒)（Fast Forward Message by
(milliseconds)）]

ユーザがメッセージを聞いている途中で巻き戻したときに、

Unity Connectionが後方へスキップする時間を指定します。
[メッセージの巻き戻し位置(ミ
リ秒)（Rewind Message by
(milliseconds)）]

このチェックボックスをオンにすると、開封済みメッセージ

の合計件数を、Unity Connectionが通知します。
[開封済みメッセージ再生数
（For Saved Messages Play
Count）]

このチェックボックスをオンにすると、下書きとして保存さ

れたメッセージの件数を、Unity Connectionが通知します。
[下書きメッセージ再生数（For
Draft Messages Play Count）]

このチェックボックスをオンにすると、ユーザが電話でUnity
Connectionにサインインしたとき、Unity Connectionがメッ
セージタイプメニューを再生します。

[メッセージの前にメッセージ
タイプメニューを再生（Play
Message Type Menu Before
Messages）]

UnityConnectionで、ユーザが [メッセージ後（AfterMessage）]
メニューのオプションで [保存（Save）]や [削除（Delete）]
などのアクションを実行しなくても、メッセージスタック内

の次のメッセージに自動的に進むようにするには、このチェッ

クボックスをオンにします。

[メニューが自動的に次のメッ
セージに進んだ後（After the
Menu Automatically Advance to
the Next Message）]

このチェックボックスをオンにすると、ユーザが電話で新規

および保存済みのメッセージを削除する場合に、Unity
Connectionはメッセージの削除を選択したことについて確認
します。ユーザが削除済みメッセージにアクセスできない場

合は、このチェックボックスをオンにすることを検討してく

ださい。

[新規および開封済みメッセー
ジを削除する場合に確認する

（Confirm When Deleting New
and Saved Messages）]

新規のマークが付いたメッセージの合計数をアナウンスする

ようにUnityConnectionを設定するには、必要に応じてチェッ
クボックスをオンにします。

[新規メッセージ再生時にアナ
ウンス（For New Messages,
Play）]

[メッセージ再生中に切断されたとき（When Disconnected During Message Playback）]

メッセージの再生中にコールが切断されたとき、またはユー

ザが切断したときに、メッセージのブックマークを作成する

ように Unity Connectionを設定するには、このチェックボッ
クスをオンにします。

[メッセージブックマークの作
成（Create a Message
Bookmark）]
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ユーザがメッセージの本文にアクセスしてから切断するか、

メッセージの管理方法を示す前に切断された場合に、そのメッ

セージに新規のマークを付けるように Unity Connectionを設
定するか、または開封済み（読み取り済み）のマークを付け

るように設定するのかを示します。

[新規メッセージのマーク
（Mark a New Message）]

[各メッセージの再生時にアナウンス（For Each Message, Play）]

このチェックボックスをオンにすると、Unity Connectionは
メッセージを再生した後に、メッセージの送信者に関する情

報を再生します。

[送信者情報（Sender’s
Information）]

[送信者情報（Sender’s Information）]チェックボックスと併用
します。メッセージの再生後に、メッセージを残したユーザ

の録音名と内線番号を再生するように Unity Connectionを設
定するには、このチェックボックスをオンにします。

[内線番号を含める（Include
Extension）]

[送信者情報（Sender’s Information）]チェックボックスと併用
します。識別できない発信者によって残されたメッセージの

場合は、このチェックボックスをオンにしてメッセージを再

生した後で電話番号（ANIまたは発信者 ID）情報を提供する
ように Unity Connectionへ指示します。

[送信者の ANI（Sender’s
ANI）]

ユーザに対する Unity Connectionによる新規メッセージの再
生順序を示します。

• [メッセージタイプによる並び替え（Sort by Message
Type）]：メッセージタイプを選択し、上向き矢印およ
び下向き矢印をクリックしてメッセージタイプのリスト

を並べ替えます。

• [並べ替え順序（ThenBy）]：[日付の新しいメッセージを
優先（Newest First）]または [日付の古いメッセージを優
先（Oldest First）]を選択し、Unity Connectionによる新
規メッセージまたは開封済みメッセージの再生順序を指

定します。

緊急メッセージは、開封確認を除いて、メッセージタイプご

とに常に通常のメッセージの前に再生されることに注意して

ください（開封確認は送信時刻で並び替えられます）。

[新しいメッセージの再生順序
（New Message Play Order）]

ユーザに対する Unity Connectionによる開封済みメッセージ
の再生順序を示します。

[開封済みメッセージ再生順序
（Saved Message Play Order）]
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[新しいメッセージ順（Newest First）]または [古いメッセー
ジ順（Oldest First）]を選択し、削除したメッセージの再生順
序を指定します。

緊急メッセージは、開封確認を除いて、メッセージ

タイプごとに常に通常のメッセージの前に再生され

ます（開封確認は送信時刻で並べ替えられます）。

（注）

[削除したメッセージ再生順序
（DeletedMessage Play Order）]

[送信メッセージの設定（Send Message Settings）]

ユーザがローカルの Unity Connectionサーバ上の全ユーザに
ブロードキャストメッセージを送信できるようにするには、

このチェックボックスをオンにします。

[ユーザは、このサーバ上の
ユーザにブロードキャストメッ

セージを送信できる（UserCan
Send BroadcastMessages to Users
on This Server）]

ユーザがブロードキャストメッセージを編集できるようにす

るには、このチェックボックスをオンにします。このチェッ

クボックスをオンにすると、ユーザは、ローカルの Unity
Connectionサーバ上の全ユーザにブロードキャストメッセー
ジも送信できるようになります。

[ユーザは、サーバに保存され
たブロードキャストメッセー

ジを更新できる（User Can
Update BroadcastMessages Stored
on This Server）]

[メッセージの宛先と送信先（Message Addressing and Sending）]

メッセージを他のユーザ宛てに指定するときに、カンバセー

ションでユーザに要求する入力方法を選択します。

•姓、名の順（Spelling the Last Name Then First Name）
•内線番号順（Entering the Extension）
•名、姓の順（Spelling the First Name Then Last Name）

[受信者の入力方法（Enter a
Recipient By）]

ユーザを宛先として指定したときに、選択した名前の確認プ

ロンプトを再生する場合は、このオプションを有効にします。

[受信者を名前で確認する
（ConfirmRecipient by Name）]

複数の受信者にメッセージを送信および転送するとき、各受

信者の後に名前の追加を続けることをユーザに求めるように

UnityConnectionを設定するには、このオプションを有効にし
ます。

[各受信者の後に名前を追加す
る（Continue Adding Names
After Each Recipient）]

ユーザがメッセージの送信、応答、または転送を処理してい

るときにコールが切断された場合に、メッセージを送信する

ように Unity Connectionを設定するか、またはメッセージを
破棄するように設定するのかを示します。

通話は意図的に切断されることもあれば、ユーザが電話を切っ

たり、携帯電話のバッテリが切れたり、圏外になったりする

場合など、不意に切断されることもあります。

[通話が切断されたとき、また
は自分が切断したとき（When
a Call Is Disconnected or the User
Hangs Up）]
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ユーザが作成中のメッセージを下書きとして保存するかどう

かを選択できるようにするには、このチェックボックスをオ

ンにします。

[下書きメッセージの保存を
ユーザに許可する（AllowUsers
to Save Draft Messages）]

ユーザが電話インターフェイスを使用して緊急メッセージを

転送したり、緊急メッセージに返信したりするとき、緊急フ

ラグを維持するように Unity Connectionを設定するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

[メッセージの転送または応答
時に緊急フラグを保持する

（Retain Urgency Flag When
Forwarding or Replying to
Messages）]

ボイスメールのパスワードまたは PINの変更
ユーザのボイスメールのパスワードまたは PINを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 [クイックビュー（Quick View）]アイコンの上にカーソルを置いて、ユーザのクイックビューを起動しま
す。

ステップ 3 [パスワード/暗証番号の管理（Manage Passwords/PINs）]をクリックします。

ステップ 4 [ユーザの管理（Manage User）]ページで、[パスワードの選択（Select Password）]ドロップダウンリスト
から [Unity Connectionの暗証番号（Unity Connection PIN）]を選択し、ユーザのボイスメールの暗証番号を
変更します。Unity ConnectionのWebアプリケーションパスワードを変更するには、[Unity ConnectionWeb
のパスワード（Unity Connection Web Password）]を選択します。

ステップ 5 [完了（Done）]をクリックします。

[ユーザの管理（Manage Users）]ページで追加した Unity Connectionのパスワードまたは PIN
は、そのユーザ用に作成されたすべてのボイスメールアカウントに適用されます。

個々のボイスメールアカウントのパスワードまたは PINを変更するには、[サービスの詳細
（Service Details）]ページで、ボイスメールサービスの横に表示されている [クイックビュー
（Quick View）]アイコンにカーソルを移動し、[パスワード/暗証番号（Password/PIN）]をク
リックします。また、[ボイスメールの管理（ManageVoicemail）]ページでもパスワードやPIN
を変更できます。次の表に、[ボイスメールの管理（Manage Voicemail）]ページの [パスワー
ド/暗証番号（Password/PIN）]設定エリアに表示されるフィールドを示します。

説明フィールド

ユーザが Cisco Unity Connectionにアクセスできないようにするに
は、このチェックボックスをオンにします。ユーザがボイスメール

にアクセスできないようにするには、このチェックボックスをオン

にしてボイスメールの暗証番号を設定します。

[管理者がロックする
（Locked by
Administrator）]
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説明フィールド

ユーザがパスワードや暗証番号を変更できないようにするには、こ

のオプションをオンにします。この設定は、複数のユーザがアクセ

スできるアカウントに対する使用が最も適しています。このオプ

ションを選択する場合は、[無期限にする（DoesNotExpire）]チェッ
クボックスもオンにします。

[ユーザによる変更不可
（User Cannot Change）]

一時的なパスワードまたは暗証番号を設定しており、ユーザがCisco
Unity Connectionに次回サインインするとき、ユーザに新しいパス
ワードまたは暗証番号の設定を求める場合は、このオプションを選

択します。

[次回サインイン時に、
ユーザによる変更が必要

（User Must Change at
Next Sign-In）]

このチェックボックスをオンにすると、システムからユーザへのこ

のクレデンシャルの変更要求が拒否されます。このチェックボック

スは、通常、高いセキュリティを必要としないユーザや、複数の人

物に利用される可能性があるアカウントに対して使用します。この

チェックボックスをオンにした場合、該当するユーザはこのクレデ

ンシャルをいつでも変更できます。

[期限切れなし（DoesNot
Expire）]

選択したユーザパスワードまたは暗証番号の設定に適用する認証

ポリシーを選択します。

[認証規則（Authentication
Rule）]

通知デバイスの設定とプロビジョニング

Cisco Prime Collaborationリリース 11.2以降の場合

CiscoUnity Connectionユーザ向けのSMTP通知デバイスは、バッチおよびユーザインターフェ
イスを使用して、Prime Collaboration Provisioning自体からプロビジョニングできます。Cisco
Unity Connectionを使用すると、ユーザのメールボックスにメッセージが届いたときに、着信
ボイスメッセージと電子メールがユーザに通知されます。SMTP通知デバイスは、新しいボイ
スメールユーザまたは既存のユーザに対してプロビジョニングできます。バッチおよびユーザ

インターフェイスを使用して、次のことができます。

• SMTP通知テンプレートの追加、変更、または取り消し。

• SMTP通知デバイスの追加、変更、または取り消し。

• SMTP通知テンプレート用のボイスメールテンプレートの追加または変更。

• SMTP通知テンプレートのボイスメールオーダーの追加または変更。

また、一貫性のあるテキストメッセージ形式を提供するために、通知設定のサービステンプ

レート、ユーザインターフェイス、およびバッチにキーワードを適用できます。各ボイスメー

ル通知の設定とそのユーザ関連情報を変更する必要はありません。

キーワードは、次の属性に対してサポートされます。

• [表示名（Display Name）]
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•移行後

•送信元（From）

•メッセージヘッダー（Message Header）

•メッセージ本文

•メッセージフッター（Message Footer）

ユーザインターフェイスを使用して、キーワード付きのSMTPテンプレートを追加するには、
[プロビジョニングのセットアップ（Provisioning Setup）]を選択します。[すべてのドメイン
（All Domains）]ペインで [ドメイン（Domain）]を展開し、[サービステンプレート（Service
Templates）]をクリックします。[追加（Add）]をクリックし、[CiscoUnityConnectionプロセッ
サのテンプレート設定（Template Settings for Cisco Unity Connection Processors）]から [ボイス
メール - SMTP通知（Voicemail - SMTP Notification）]を選択して、プロセスを進めます。ま
た、必要に応じて、サービステンプレートを編集、コピー、または削除できます。

オーダーウィザードからの通知デバイスの管理

[サービスの詳細（Service Details）]ページのボイスメールクイックビューにカーソルを合わ
せて（[ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]でユーザを選択）、通知デバイスを起
動します。ページに、該当ユーザ用に作成されている通知デバイスが表示されます。SMTP通
知デバイスは、ユーザインターフェイスから追加、編集、または削除できます。

[保存（Save）]をクリックして、Cisco Unity Connectionに対して通知デバイスをプロビジョニ
ングします。SMTP通知デバイスのオーダーが作成され、オーダー IDとともにオーダーステー
タスが表示されます。

また、次の通知デバイスを相互起動できます。

•電話

•ポケットベル（Pager）

• HTML

•各ユーザは、同じタイプまたは異なるタイプの通知デバイスを複数設定できます。

•ユーザテンプレートに設定されている通知設定は、ボイスメールの作成時にデフォルトで
ユーザに適用されます。デフォルトの通知設定は変更のみでき、削除することはできませ

ん。

•ボイスメールをオーダーするために、ボイスメールサービステンプレートと通知デバイ
ステンプレートの両方を選択できます。

•ボイスメールユーザ向けの SMTPをプロビジョニングできない、または [通知デバイス
（NotificationDevices）]をクリックしたときにSMTPの一覧が表示されない場合は、Cisco
Unity Connectionユーザの同期を実行することをお勧めします。

（注）
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変更ボイスメールフローによる SMTPテンプレートの再適用

変更ボイスメールフローを使用して SMTPテンプレートを再適用するには、次の手順を実行
します。

1. 表示名を付けて SMTPテンプレートを追加します。例：SMTP-X

2. 新たに追加したSMTPテンプレートを選択してボイスメールテンプレートを作成し、その
ボイスメールテンプレートを使用してボイスメールオーダーを設定します。SMTPデバイ
ス、つまり SMTP-Xがユーザにプロビジョニングされます。

3. SMTPテンプレートの表示名を変更します。例：SMTP-Y

4. 変更ボイスメールを使用して SMTPテンプレートをユーザに再適用します。

5. もう 1台の SMTPデバイス、つまり SMTP-Yがユーザにプロビジョニングされます。

プレゼンスサービスのオーダー
プレゼンスサービスをオーダーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 サービスをプロビジョニングするユーザの横のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [サービスのプロビジョニング（Provision Services）]をクリックします。

ステップ 4 [サービスの詳細（Service Details）]ページで [カスタムサービスウィザード（Custom Services Wizard）]
をクリックします。

ステップ 5 [サービスエリア（Service Area）]を選択して [続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 6 [ユーザサービス（User Services）]を選択してから [続行（Continue）]をクリックし、ユーザサービス製
品を設定します。

ユーザサービスは、バッチ、自動プロビジョニング、手動プロビジョニング、およびはじめに

ウィザード（Getting Started Wizard）を使用してオーダーできます。

ユーザサービスは、ユーザレコードページのクイックビューアイコンから、[Unified CMのみ
にユーザを追加（Add User to Unified CM only）]リンクをクリックすることでもオーダーできま
す。

[ユーザサービス（User Services）]は Cisco Unified Communications Manager 9.x以降のバージョン
で利用できます。Provisioning 9.0以降にアップグレードすると、ユーザサービスをオーダーに使
用できなくなります。対応するユーザ権限にこのサービスを手動で関連付ける必要があります。

（注）

ユーザサービスは、オーダー可能なサービスとして使用でき、サービスのオーダーを作成するときにもデ

フォルトで追加されます。

「ユーザサービスの入力フィールド」の表に、ユーザサービスのさまざまな設定フィールドを示します。

ステップ 7 [続行（Continue）]をクリックします。
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ステップ 8 [オーダーの確認（Order Confirmation）]ページで、[確認（Confirm）]をクリックします。

表 9 :ユーザサービスの入力フィールド

説明フィールド

使用するサービステンプレートを選択します。[サービステンプレート（Service Template）]

[サービス設定の有効化（Enable Service
Settings）]

Unified CM IM and Presenceを有効または無効
にするために使用します。

[Unified CM IM and Presenceのユーザを有効に
する（Enable User for Unified CM IM and
Presence）]

該当クラスタが、ユーザに対してホームクラ

スタであるかどうかを示します。

[ホームクラスタ（Home Cluster）]

サービスプロファイルをユーザに関連付ける

ために使用します。

[UCサービスプロファイル（UC Service
Profile）]

ユーザに関連付けられたプロファイルを示し

ます。

ユーザプロファイル

ドロップダウンリストから、ユーザに関連付

けるロケールを選択します。そのユーザロケー

ルは、言語とフォントを含んだ、ユーザをサ

ポートする一連の詳細情報を識別します。

ユーザロケール（User Locale）

ユーザ情報
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Cisco Unified CommunicationsManager 10.0以上
では、回線サービスのオーダーを作成すると、

セルフプロビジョニングユーザ IDが（プラ
イマリ内線番号に基づいて）ユーザの電話番

号にデフォルトで追加されます。セルフプロ

ビジョニングユーザ IDを変更するには、次
の手順を実行します。

1. 1. [ユーザサービス（User Services）]の横
に表示される [クイックビュー（Quick
View）]アイコンにカーソルを置き、[変
更（Change）]をクリックします。

2. [オーダーの変更（Change Order）]ページ
で、セルフプロビジョニングユーザ IDを
更新して [続行（Continue）]をクリックし
ます。

3. [詳細の確認（Confirm Details）]ページで
[確認（Confirm）]をクリックします。

CiscoUnifiedCommunicationsManager 9.xでは、
[セルフプロビジョニングユーザ ID
（Self-Provisioning User ID）]フィールドが表
示されません。

[セルフプロビジョニングユーザ ID
（Self-Provisioning User ID）]

エクステンションモビリティ（Extension
Mobility）

ドロップダウンリストから、このユーザのデ

フォルトのエクステンションモビリティプロ

ファイルを選択します。

デフォルトプロファイル

ドロップダウンリストボックスから、ユーザ

のプレゼンス要求に使用するコーリングサー

チスペースを選択します。ドロップダウンリ

ストからユーザのコーリングサーチスペース

を選択しない場合、SUBSCRIBEコーリング
サーチスペースのデフォルトは [なし
（None）]に設定されます。

[SUBSCRIBEコーリングサーチスペース
（Subscribe Calling Search Space）]

このユーザが、クラスタ間のシスコエクステ

ンションモビリティ機能を使用できるように

する場合に、このチェックボックスをオンに

します。

[クラスタ間のエクステンションモビリティの
有効化（Enable Extension Mobility Cross
Cluster）]

[電話番号の割り当て（Directory Number
Association）]

このフィールドは、ユーザのプライマリ電話

番号を表します。

[プライマリ内線（Primary Extension）]
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[モビリティ情報（Mobility Information）]

ユーザがモバイルボイスアクセス自動音声応

答（IVR）システムにアクセスしてモバイル
コネクトコールを起動し、モバイルコネクト

機能をアクティブまたは非アクティブにでき

るようにするには、このチェックボックスを

オンにします。

[モバイルボイスアクセスの有効化（Enable
Mobile Voice Access）]

携帯電話からデスクトップ電話に転送された

コールをユーザがピックアップするまでに許

可する、最大時間をミリ秒単位で入力します。

[デスクピックアップの最大待機時間
（Maximum Wait Time for Desk Pickup）]

[MLPP(Multilevel Precedence and Preemption)
認証設定（Multilevel Precedence and
Preemption Authorization Settings）]

MLPPユーザ ID番号は 6～ 20桁の数字で構
成する必要があります。

[MLPPユーザ ID番号（MLPPUser Identification
Number）]

優先認証レベルは、[標準（Routine）]から [エ
クゼクティブオーバーライド（Executive
Override）]までの、任意の標準優先レベルに
設定できます。

[MLPP優先認証レベル（MLPP Precedence
Authorization Level）]

[グループと権限（Groups and Roles）]

このリストボックスは、エンドユーザレコー

ドが保存された後で表示されます。このリス

トボックスには、エンドユーザが属するグ

ループが表示されます。ユーザを 1つまたは
複数のユーザグループに追加するには、次の

手順を実行します。

1. [追加（Add）]ボタンをクリックします。

2. ユーザを追加するグループを特定し、グ
ループの横のチェックボックスをオンに

します。

3. ウィンドウの下部にある [選択項目の追加
（Add Selected）]をクリックします。

グループからユーザを削除するには、[グルー
プ（Groups）]リストボックスでグループを選
択し、[削除（Remove）]ボタンをクリックし
ます。

グループ（Groups）

このリストボックスには、ユーザに割り当て

られている権限が表示されます。

ロール
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[開催中の会議情報（Conference Now Information）]

ユーザが会議をホストできるようにするには、

このチェックボックスをオンにします。

エンドユーザによる会議のホストを有効化

これは表示専用フィールドです。このフィー

ルドには、会議への参加に使用するセルフサー

ビスユーザ IDが表示されます。

[会議番号（Meeting Number）]

このフィールドは、会議に参加するために参

加者が使用するアクセスコードを表します。

[エンドユーザによる会議のホストを有効化
（Enable End User to Host Conference Now）]
チェックボックスがオンの場合にのみこの

フィールドに値を入力できます。

[参加者アクセスコード（Attendees Access
Code）]（オプション）

Conference Now設定フィールドは Cisco Unified Communications Manager 11.x以降のバージョン
だけで利用できます。

（注）

関連トピック

ユーザ権限とサービスの関連付け

ユーザへのユーザプロファイルの関連付け
ユーザに対して Self-Careを有効にするには、対象のユーザにユーザプロファイルを割り当て
る必要があります。

ユーザサービスにはユーザプロファイルプロビジョニング属性が含まれます。また、ユーザ

サービスにはすべての設定済みユーザプロファイルが表示されます。サービスをオーダーする

際に、ユーザに対する目的のプロファイルを選択することができます。

ユーザプロファイル属性は、ユーザサービスのサービステンプレートにも表示されます。ユー

ザプロファイルがサービスエリアレベルで設定されている場合は、ユーザに対して最初のオー

ダーが作成された際に、値がサービスエリアから取得されて対象のユーザに関連付けられま

す。

ユーザプロファイル属性は、Cisco Unified Communications Manager 10.x以上でサポートされま
す。

（注）

Cisco Prime Collaboration Provisioningでユーザデータサービス（UDS）機能を有効にすると、
すべてのクラスタのユーザがプロビジョニングされますが、最初のオーダーが行われるクラス

タのユーザにのみユーザプロファイルが割り当てられます。

ユーザへのユーザプロファイルの自動割り当て
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サービステンプレートを使用してユーザプロファイル属性をサービスエリアレベルで設定

し、そのユーザプロファイルをユーザに自動的に関連付けることができます。ユーザ作成時

に、ユーザプロファイルの値が該当するサービスエリアから取得され、[ユーザの追加（Add
User）]要求に追加されます。

ユーザへのユーザプロファイルの手動割り当て

ユーザプロファイルをユーザに手動で割り当てるには、ユーザサービスを設定する必要があ

ります。目的のユーザプロファイルをドロップダウンリストから選択してオーダーを作成し、

ユーザプロファイルをユーザに関連付ける必要があります。

設定済みのユーザプロファイルは、ユーザサービスを更新すると変更できます。ユーザプロ

ファイルがユーザに対して設定されている場合、設定済みのユーザプロファイル値は [サービ
スの詳細（Service Details）]ページに表示されます。

ユーザ同期の一環として、ユーザプロファイルがコールプロセッサからインポートされ、プ

ロビジョニングインベントリに保存されます。

（注）

ユーザが関連付けられていないエンドポイントの管理
[疑似（Pseudo）]ユーザ権限では、コールプロセッサでユーザが関連付けられていないエンド
ポイントをプロビジョニングすることができます。

疑似ユーザ向けのエンドポイントのプロビジョニングは通常のユーザ向けと同じですが、ユー

ザがコールプロセッサで作成されない点が異なります。疑似ユーザ向けの次の基本サービスを

含むサービスをオーダーできます。

•エンドポイント（すべてのエンドポイントタイプを含む）

•回線（Line）

• [ボイスメール（Voicemail）]

ユーザにサービスが設定されていない場合だけ、ユーザ権限を [疑似（Pseudo）]から通常の権
限に変更したり、その逆の変更を行ったりすることができます。

次の手順は、ユーザが関連付けられていないエンドポイントを疑似または既存のユーザに関連

付ける方法を示します。

ステップ 1 ユーザが関連付けられていないすべてのエンドポイントをファイルにエクスポートします（ユーザが関連
付けられていないエンドポイントのエクスポート（56ページ）を参照）。

ステップ 2 エクスポートしたファイルを修正して、各エンドポイントを新しい疑似ユーザまたは対象の既存ユーザに
関連付けます。

ステップ 3 修正したファイルを使用してバッチ操作ファイルを作成し、次にバッチプロジェクトを実行します（バッ
チプロビジョニングを参照）。
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ステップ 4 バッチプロジェクトの完了では、ドメインの同期を実行してエンドポイントにサービスエリアを割り当
て、エンドポイントがユーザレコードに表示されるようにする必要があります。

サービスエリアがファイルに表示される場合は、ドメインの同期が実行されるとエンドポイント

がサービスエリアに割り当てられます（完全に一致する場合）。

（注）

ユーザが関連付けられていないエンドポイントのエクスポート

ユーザが関連付けられていないエンドポイントをエクスポートして、実際のユーザ名または疑

似ユーザ名でバッチインポートすることができます。

エクスポートできるのは、ハードウェア電話です。ソフトフォンやエクステンションモビリ

ティはエクスポートできません。

（注）

ステップ 1 [拡張プロビジョニング（AdvancedProvisioning）] > [エンドポイントの管理（ManageEndpoints）].を選択
します。

ステップ 2 [エンドポイントインベントリ管理（Endpoint InventoryManagement）]ページで、コールプロセッサとエン
ドポイントモデルを選択して [ユーザが関連付けられていないエンドポイントの検索（Search Endpoints
Without Associated User）]をクリックします。

ステップ 3 [ユーザが関連付けられていないエンドポイント（Endpoints Without Associated Users）]ページで、エクス
ポートするエンドポイントの横のチェックボックスをオンにして [選択したエンドポイントのエクスポー
ト（Export Selected Endpoints）]をクリックします。

ステップ 4 エンドポイントのバッチインポート用にエクスポートされたファイルを使用する場合は、[ユーザが関連付
けられていないエンドポイントのエクスポート（Export Endpoints without Associated Users）]ダイアログ
ボックスで、ユーザ IDのドメインとサフィックスを指定します。

ステップ 5 [エクスポート（Export）]をクリックします。

既存のエンドポイントの交換
交換機能を使用して、ユーザの既存のエンドポイントを交換したり、エンドポイントのMAC
アドレスを変更したり、または他のエンドポイントの設定を更新したりできます。
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•交換機能では、割り当てられた回線の位置を変更できません。

•交換機能はデバイスプロトコル（SCCP/SIP）の変更をサポートしていません。既存のエ
ンドポイントをキャンセルし、選択した異なるプロトコルで新しいエンドポイントをプロ

ビジョニングします。

（注）

同じエンドポイントタイプを選択するか、ユーザが利用できるその他のエンドポイントタイ

プのリストから選択できます。ユーザがアクセスできるエンドポイントタイプは、ユーザ権限

と、交換するエンドポイントの回線数によって決まります。必要な回線数をサポートしていな

いエンドポイントは、変更オーダー処理では利用できません。

エンドポイントを交換すると、そのすべての回線が新しいエンドポイントに移されます。新し

いエンドポイントに割り当てられるサービスエリアは、元のエンドポイントのものと同じで

す。

[オーダー（Ordering）]承認権限を持つユーザは、自分のエンドポイントや他のユーザのエン
ドポイントを交換できます。

交換エンドポントオーダーを送信する際は、次の点に注意してください。

• Cisco Prime Collaboration Provisioningでサポートされておらず、エンドポイント交換オー
ダーの作成以前からエンドポイントに存在していた属性は、デフォルト値にリセットされ

るか、エンドポイントから破棄されます。

•元のエンドポイントに割り当てられていた回線は、新しく追加したエンドポイントに関連
付けられます。ただし、新しく選択されて関連付けられたエンドポイントボタンテンプ

レートで、元のエンドポイントと同じ数（またはそれ以上）だけ割り当てられた回線がサ

ポートされている必要があります。

•エンドポイント交換オーダーを実行すると、ドメイン用に設定されたサービスだけが維持
されます。それ以外のサービスがエンドポイントに存在する場合、それらのサービスは削

除されます。

•属性の中には、特定のプロトコルの特定のエンドポイントタイプでサポートされないもの
があります。エンドポイントのオーダーを作成する場合は、選択したエンドポイントタイ

プとプロトコルによってサポートされる属性の値を設定するだけです。これらを設定しな

いと、オーダーは失敗する可能性があります。

•エンドポイントオーダーを交換する場合は、エンドポイントタイプに基づいて [DNDオ
プション（DND Option）]属性に、サポートされる値を指定する必要があります。Nokia
や iPhoneなどのいくつかのエンドポイントでは、この属性について値が 1つしかサポー
トされませんが、他のエンドポイントでは最大で 3つまたは 4つの値がサポートされま
す。[DNDオプション（DND Option）]に不適切な値を入力すると、そのオーダーは交換
されません。

ユーザのエンドポイントを交換するには、[サービス（Services）]ペインで交換するエン
ドポイントにマウスを置き、[操作（Actions）]リストの [交換（Replace）]をクリックし
ます。
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エンドポイントまたはサービスの基本および詳細設定を変更するには、[操作（Actions）]
リストの [変更（Change）]をクリックします。

すべてのバージョンの Provisioningで、ボイスメールエイリアス
を変更できるわけではありません。Cisco Unity Connectionについ
ては、すべてのバージョンでボイスメールエイリアスを変更でき

ます。

（注）

エンドポイントのオーナーの変更
エンドポイントのオーナーを、同じドメイン内のあるユーザから別のユーザに変更できます。

エンドポイントのオーナーを変更するには、[サービス（Services）]ペインで変更するエンド
ポイントの上にマウスのカーソルを合わせて、[操作（Actions）]リストの [オーナーの変更
（Change Owner）]をクリックします。

エンドポイントのオーナーを変更すると、そのエンドポイントに関連付けられているすべての

サービス（[回線（Line）]、[電子メール（Email）]、[ボイスメール（Voicemail）]、[ユニファ
イドメッセージング（Unified Messaging）]など）も変更されます。

必要に応じて、[電子メールID（Email ID）]と [表示名（Display Name）]に異なる値を入力し
ます。電子メールの ID、電子メールの表示名、ボイスメールのエイリアス、またはボイスメー
ルの表示名を変更しない場合、ユニファイドメッセージプロセッサのサービスは変更されま

せん。変更されるのは、古いオーナーと新しいオーナーに対する Provisioning内のユーザレ
コードだけです。

ただし、これらの設定のうちいずれかが変更された場合、ユニファイドメッセージプロセッ

サのボイスメールアカウントおよび電子メールアカウントは、いったん非アクティブにされ

た後で、再びアクティブにされます。

新しいオーナーに割り当てられるサービスエリアは、元のオーナーのサービスエリアと同じ

です。

[オーダー（Ordering）]または [詳細オーダー（Advanced Ordering）]権限を持つユーザは、各
自のエンドポイントまたは他のユーザの電話に対して、これらの変更を行うことができます。

（注）

ユーザのログイン ID（姓名）を含む属性は、ドメインルールやユーザのプロビジョニング属
性に応じて、新しいユーザの情報とともに更新されます。

ユーザのログイン IDを含む可能性がある属性は次のとおりです。

• [エンドポイントの説明（Endpoint Description）]

• [呼び出し表示（Alerting Name）]（オンライン）
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• [エンドポイントオーナーユーザ ID（Endpoint Owner User ID）]

• [ASCII表示(内部発信者 ID)（ASCII Display (Internal Caller ID)）]

• [ASCII回線テキストラベル（ASCII Line Text Label）]

• [回線テキストラベル ASCII呼び出し表示（Line Text Label ASCII Alerting Name）]

エンドポイントのオーナーを変更する場合は、次のポイントに注意します。

回線が移動すると、新しいユーザと古いユーザの電話番号とプライマリ内線は、それに合わせ

て更新されます。

エンドポイントが共有されている場合は、エンドポイントのオーナーを変更できません。[オー
ナーの変更（Change Owner）]ボタンは表示されません。

関連付けられているサービスのいずれかに対して処理中のオーダーがある場合は、警告メッ

セージが表示され、続行できません。

回線情報の変更
回線の詳細を変更するオーダーを送信できます。次の回線の詳細を変更できます。

•ディレクトリ番号

•回線の位置

•プロビジョニング属性

[回線（Line）]、[共有エンドポイントの回線（Line on Shared Endpoint）]、および [エクステン
ションモビリティ回線（Extension Mobility Line）]製品の詳細を変更できます。

[回線（Line）]製品には 2組のプロビジョニング属性があります。1つは電話番号レベルのも
ので、もう1つは回線レベルのものです。複数の回線で同じ電話番号を共有している場合、電
話番号レベルで設定されたプロビジョニング属性は共通となり、回線間で共有されます。ある

回線のプロビジョニング属性を変更すると、すべての回線に影響を与えます。

回線レベルで設定されたプロビジョニング属性は共有されません。ある回線のプロビジョニン

グ属性を変更しても、他の回線には影響を与えません。

回線の詳細を更新するには、[サービス（Services）]ペインで、変更する回線をポイントして
[操作（Actions）]リストの [変更（Change）]をクリックします。

ボイスメールアカウントのロック解除
（ユーザエラーまたはシステムエラーが原因で）ボイスメールアカウントがロックされた場

合は、Cisco Prime Collaboration Provisioningからロックを解除できます。

次のアカウントのロックを解除できます。
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•ボイスメールアカウント：Cisco Unity Connection、および Cisco Unity Expressデバイスの
場合。

• Webアクセスアカウント：Cisco Unity Connectionデバイスの場合。

始める前に

ボイスメールアカウントのロックを解除するには、CiscoUnityConnectionデバイスを設定する
必要があります（デバイス管理の概要を参照してください）。

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 対象のユーザをクリックします。

ステップ 3 [サービス（Services）]ペインで、ロックを解除するボイスメールをポイントします。オプションボタンが
付いた [操作（Actions）]リストが表示されます。ここで、選択した製品に対して操作を実行することがで
きます。

ステップ 4 [ロック解除（Unlock）]をクリックします。

Cisco Unity Connectionでは、ボイスメールアカウントかWebアクセスアカウントのいずれかを
選択できる場合があります。ロックを解除する対象のアカウントを選択します。

（注）

ステップ 5 [確認（Confirm）]をクリックして [OK]をクリックします。

オーダーの検索
次のいずれかの情報を使用して、オーダーを検索できます。

•オーダー情報：

•オーダー番号

•作成者：オーダーを作成した人

•オーダーステータス

•拡張ステータス：オーダーの状態（プロビジョニング中、承認待ち、出荷待ちなど）

•ユーザ情報：

•ログイン（Login）

•名（First Name）または姓（Last Name）

•電話番号（Phone number）

• Eメール

•部署名（Department）
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•ドメイン（Domain）

•オーダー日

•要求された納入日

オーダーを検索するには、[アクティビティ（Activities）]>[プロビジョニング履歴（Provisioning
History）]を選択します。検索ページで、検索情報を入力して [検索（Search）]をクリックし
ます。

[エクスポート（Export）]をクリックし、検索の詳細をタブ区切りファイルとしてエクスポー
トすることができます。オーダーのあらゆる変更をこのレポートに表示できます。

オーダーの処理
ユーザのオーダーの送信が完了すると、オーダーが承認されて出荷されます。これらの手順

は、Provisioningシステムがどのように設定されたのかに応じて、自動的に実行される場合や、
ユーザによる処理が必要になる場合があります。

オーダー処理の段階では、4つのアクティビティがユーザに割り当てられる可能性があります。
これらのアクティビティは、ドメインに対して設定されたルールに基づいて割り当てられま

す。

•オーダーの承認：プロビジョニングの実行にはオーダーの承認が必要です。オーダーを拒
否することもできます。このユーザには [承認（Approval）]承認権限が割り当てられてい
る必要があります。この割り当ては、次のルールによって制御されます。

• IsAuthorizationRequiredForAddOrder

• IsAuthorizationRequiredForChangeOrder

• IsAuthorizationRequiredForCancelOrder

•割り当て：MACアドレスをエンドポイントに割り当てます。このユーザには [割り当て
（Assignment）]権限が割り当てられている必要があります。この割り当ては、
PhoneAssignmentDoneByルールによって制御されます。

•出荷：オーダーを出荷します。このユーザには [出荷（Shipping）]承認権限が割り当てら
れている必要があります。この割り当ては PhoneShippingDoneByルールによって制御され
ます。

•受領：[受領（Receiver）]ユーザ権限を持つユーザが実行します。オーダーしたエンドポ
イントを受領したことを示します。この割り当ては PhoneReceiptDoneByルールによって
制御されます。

Provisioning管理者は、これらのアクティビティの割り当て方法を設定できます。（注）
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関連トピック

ドメイン同期に関するビジネスルール

オーダーの承認

オーダーを承認するには、[承認（Approval）]承認権限が割り当てられている必要があります
（を参照）。

オーダーが承認または却下された後で、オーダーが作成された対象のユーザに電子メールが送

信されます。電子メールを送信するには、次のビジネスルールを有効にする必要があります

（を参照）。

• EmailSender

• [MailHost]

• [OrderProvisionedEmailTemplate]

• OrderRejectedEmailTemplate

ユーザの設定済みの電子メールアカウントに、電子メールが送信されます。

オーダーが却下された場合は、ユーザレコードでオーダーステータスが[キャンセル（Cancel）]
に設定され、プロビジョニングは実行されません。オーダーに問題が生じ、ユーザがエラー処

理ワークフロー手順でオーダーの残りを中止することを選択した場合は、そのオーダーステー

タスが [保留（Hold）]に設定されます。

（注）

ステップ 1 [アクティビティ（Activities）] > [マイアクティビティ（My Activities）]を選択します。

ステップ 2 [マイアクティビティ（My Activities）]ページで処理するオーダーをクリックします。

ステップ 3 [表示アクティビティ（Viewing Activity）]ページで [承認（Accept）]をクリックします。

表示されている [表示アクティビティ（ViewingActivity）]ページに、[メモの追加（Add aNote）]フィール
ドが追加されます。

オーダーを却下したり、別のユーザまたはグループにオーダーを委任したりすることもできます。

アクティビティを委任した場合は、新しいユーザまたはグループにそのアクティビティが割り当

てられます。

（注）

ステップ 4 エンドポイントのMACアドレスを入力して、[手順の完了（Step Complete）]をクリックします。

関連トピック

権限ロールの概要

ビジネスルールの概要
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オーダーの停止

Cisco Prime Collaboration Provisioningでは、オーダーを停止するオプションがありますが、完
了まで長時間かかります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）]を選択し、[進行中のオーダーを停止するまでの時間（Allow
orders in progress to be stopped after）]ドロップダウンから必要な停止間隔を選択します。

ステップ 2 [アクティビティ（Activities）]> [すべてのアクティビティ/マイアクティビティ/グループのアクティビティ/
ユーザのアクティビティ（All Activities/MyActivities/Activities for Group/Activities for User）]を選択します。

ステップ 3 次のページでオーダーを選択し、[オーダーの停止（Stop Order）]をクリックします。

[進行中のオーダーを停止するまでの時間（Allow orders in progress to be stopped after）]ドロップダ
ウンで選択した間隔に基づいて、オーダーのチェックボックスが有効になります。

（注）

トラブルシューティング

問題：保留中のオーダーが表示され、リストから中断するオーダーは選択できない場合は、オーダーに設

定された最短時間制限が経過していない場合があります。

推奨処置：中断を試みる前に、最短時間が過ぎるまで待機します。デフォルトでは、オーダーは15分後に
中断できます。

問題:オーダーが回復不能なエラー状態にあり、[すべてのアクティビティ/マイアクティビティ（All
Activities/My Activities）]ページに表示されない。

推奨処置：[すべてのアクティビティ（All Activities）]ページの [システムアクティビティを含む（Include
SystemActivities）]にチェックを入れてオーダーのすべてのアクティビティを表示し、中断処理を続行しま
す。

エンドポイントの出荷

Provisioningシステムの設定内容によっては、この手順が不要となる場合があります。管理者
が出荷を有効にした場合は、この手順を実行するために [出荷（Shipping）]承認権限が割り当
てられている必要があります（を参照）。エンドポイントの出荷は、MACアドレスの割り当
てと出荷の 2部構成になっています。

ステップ 1 [アクティビティ（Activities）] > [マイアクティビティ（My Activities）]を選択します。

ステップ 2 [マイアクティビティ（My Activities）]ページで出荷するオーダーをクリックします。

ステップ 3 [表示アクティビティ（Viewing Activity）]画面で [承認（Accept）]をクリックします。[表示アクティビ
ティ（Viewing Activity）]エンドポイントの [割り当て（Assignment）]ページで、[MACアドレス（MAC
Address）]フィールドがアクティブになります。

ステップ 4 [MACアドレス（MACAddress）]フィールドに 16進値を入力します。有効な値は英数字（A～Z、a～ z、
0～ 9）です。値の長さは 12文字にする必要があります。
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MACアドレスは、エンドポイントのステッカー、およびハンドセットのエンドポイント設定ディ
スプレイで参照できます。

（注）

ステップ 5 必要な情報を追加したら、[手順の完了（Step Complete）]をクリックします。

ステップ 6 [マイアクティビティ（My Activities）]ページで [更新（Refresh）]アイコンをクリックします。

ステップ 7 [マイアクティビティ（My Activities）]ページに表示されるオーダーをクリックします。

ステップ 8 [表示アクティビティ形式（Viewing Activities Form）]ページで [承認（Accept）]をクリックします。

ステップ 9 [手順の完了（StepComplete）]をクリックします。オーダーを作成しなかった場合、オーダーは [マイアク
ティビティ（My Activities）]ページに表示されなくなります。

エンドポイントを承認するために、[マイアクティビティ（MyActivities）]ページで必要なオー
ダーをクリックし、[承認（Accept）]をクリックします。エンドポイントを承認するには、[受
領（Receiving）]承認権限が割り当てられている必要があります。

関連トピック

権限ロールの概要

サービスのキャンセル

サービスをキャンセルするには、キャンセルオーダーを発行する必要があります。サービスを

キャンセルすると、その製品に関連付けられているすべてのサービスもキャンセルされます。

関連付けられているサービスのリストについては、表 10 :関連付けられているサービスのリス
ト（65ページ）を参照してください。

[シングルナンバーリーチサービス（Single Number Reach Service）]については、[モビリティ
の有効化（Enable Mobility）]サービスをキャンセルしても、[リモート接続先プロファイル
（Remote Destination Profile）]サービスまたは [リモート接続先プロファイル回線（Remote
Destination Profile Line）]サービスはキャンセルされません。また、[リモート接続先プロファ
イル（Remote Destination Profile）]サービスをキャンセルしても [モビリティの有効化（Enable
Mobility）]サービスはキャンセルされません。

（注）

ステップ 1 [ユーザプロビジョニング（User Provisioning）]を選択します。

ステップ 2 対象のユーザをクリックします。[サービス詳細（Service Details）]ペインで、キャンセルするサービスの
上にマウスのカーソルを合わせます。オプションボタンが付いた [操作（Actions）]リストが表示されま
す。ここで、選択したサービスに対して操作を実行することができます。

ステップ 3 [キャンセル（Cancel）]をクリックし、[オーダーキャンセルフォーム（Order Cancel Form）]ペインで [送
信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 [OK]をクリックして確定し、[完了（Done）]をクリックします。

キャンセルされたオーダーが、[オーダーの表示（ViewOrders）]ペインに完了ステータスで表示されます。
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サービスのセクションで、サービス名の横に情報アイコン（i）が表示され、そのサービスに対し
てオーダーが実行中であることが示されます。オーダーの処理が完了すると、情報アイコンは表

示されなくなります。

オーダーの処理が完了すると、キャンセルされたサービスは、サービスの [ユーザレコードの詳
細（User Record Details）]ペインに表示されなくなります。

（注）

表 10 :関連付けられているサービスのリスト

関連付けられているサービスサービス名

[電子メール（Email）]、[ユニファイドメッ
セージング（UnifiedMessaging）]。

[ボイスメール（Voicemail）]

[電子メール（Email）]、[ボイスメール
（Voicemail）]、[ユニファイドメッセージン
グ（UnifiedMessaging）]。

回線（Line）

[回線（Line）]、[電子メール（Email）]、[ボ
イスメール（Voicemail）]、[ユニファイドメッ
セージング（UnifiedMessaging）]。

[エンドポイント（Endpoint）]をキャ
ンセルすると、関連付けられている

電話番号が Cisco Unified
Communications Managerから削除さ
れます。

（注）

エンドポイント（Endpoint）

[リモート接続先プロファイル回線（Remote
Destination Profile Line）]。

[リモート接続先プロファイル回線
（Remote Destination Profile Line）]
をキャンセルすると、関連付けられ

ている電話番号が Cisco Unified
Communications Managerから削除さ
れます。

（注）

リモート宛先プロファイル

ワークオーダーの状態
ここでは、オーダーが入力された後に遷移する状態について説明します。

ワークオーダーの状態は次のとおりです。

• [初期（Initial）]
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• [解放（Released）]

•完了

•保留

オーダーが発行されると、ワークオーダーが作成されて [初期（Initial）]状態になります。
ワークフローの実行が開始されると、オーダーは [解放（Released）]状態に移行します。ワー
クフローが完了すると、オーダーはすべての手順が成功して [完了（Complete）]状態に移行す
るか、または手順のいずれかが失敗して [保留（Hold）]状態に移行します。[保留（Hold）]状
態に変化するオーダーについては、ワークオーダーの発行元によって、オーダーが失敗した

か、この変化が自動的に発生したのかを確認しなければならない場合があります。

ワークオーダーには拡張ステータスフィールドもあります。

•オーダーが実行中の場合、拡張ステータスは [プロビジョニング中（Being Provisioned）]
となります。

•オーダーが失敗すると、拡張ステータスは [回復可能なエラー（Recoverable Error）]また
は [回復不可能なエラー（Unrecoverable Error）]となります。

オーダーの作成時に有効な値を入力しないと、拡張ステータスが回復不可能なエラーとな

り、オーダーは失敗します。回復不能なエラー状態のオーダーはプロビジョニングできな

いため停止する必要があります。有効な値を用いて新しいオーダーを発行することができ

ます。

デバイスが到達不能である場合、拡張ステータスが回復可能エラーとなり、オーダーは失

敗します。回復可能なエラー状態のオーダーは承認してプロビジョニングすることができ

ます。

•オーダーがユーザの操作を待っている場合、拡張ステータスは特定の待機ステータスに設
定されます。待機状態は通常、割り当てのために使用されますが、出荷または受領時に使

用されることもあります。

拡張ステータスの変更は、ワークオーダーが変化している状態でなくても行われます。

ワークオーダーが失敗すると、[解放（Released）]状態から [保留（Hold）]状態への移行動作
は、ワークオーダーを送信する際の次の状態によって異なります。

• Provisioning NBIが [解放（Released）]状態から [保留（Hold）]状態へ移行します。

• Provisioningユーザインターフェイスが [解放（Released）]状態のままになり、そのオー
ダーに対するアクションを待機します。

•バッチプロビジョニングは、拡張ステータスによって異なります。障害が回復可能なエ
ラーである場合、オーダーは [解放（Released）]状態のままになり、アクションを待機し
ます。障害が回復不可能なエラーである場合、オーダーは [保留（Hold）]状態に移行しま
す。
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電子メール通知
電子メール通知を使用すると、次のようなクリティカルイベントを表示できるため、通知の管

理性が向上します。

•オーダーの承認

•オーダーエラー

•同期エラー

通知は次の 2つのレベルで設定できます。

• [ドメイン設定（Domain Settings）]：ドメインでのオーダーの承認、割り当て、出荷、お
よび受領などのワークフローイベント。

• [システム設定（System Settings）]：オーダーエラーや同期エラーのようなイベントの場
合。

グローバル管理とドメイン管理の権限を持つユーザのみが通知を設定できます。（注）

システムとドメインの通知設定をテストして、SMTPホストおよびその他の設定が有効である
ことを確認できます。

関連トピック

ドメイン通知テンプレートの設定（67ページ）
ドメイン通知の設定（69ページ）
システム通知の設定（70ページ）
通知設定のテスト（71ページ）

ドメイン通知テンプレートの設定

[オーダーの承認（Order Approvals）]、[割り当ての処理（Handle Assignment）]、[出荷の処理
（Handle Shipping）]、および [受領の処理（Handle Receiving）]などのドメイン固有のイベン
トの通知設定は、ドメインレベルで設定できます。ドメイン通知テンプレートは、システムで

作成される新しいドメインに適用される値を設定するために使用できます。また、システム内

の既存のすべてのドメインに、テンプレートから値を適用するように選択することもできま

す。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ドメイン通知設定（Domain Notification Settings）]を選択します。

ステップ 2 [ドメイン設定（Domain Settings）]ページで、必要に応じてドメインテンプレートを変更します。
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[電子メール設定（Email Settings）]ペインでは、SMTPサーバの詳細と [送信元アドレス（From Address）]
の値がシステム設定から継承され、読み取り専用形式で表示されます。これらの設定はドメインテンプ

レートで変更できません。ただし、特定のドメインについては、これらの設定を上書きできます。

ステップ 3 表示される [集計（Aggregation）]ウィンドウと [エスカレーション（Escalation）]ウィンドウのタイムス
ロットを設定します。

ステップ 4 [テスト設定（Test Settings）]をクリックして、SMTPホストやその他の詳細が正しく設定されていること
を確認します。

ステップ 5 [通知イベント（Notification Events）]ペインで、通知を送信する必要があるイベントを選択します。

[ワークフロー保留アクティビティ（Workflow Pending Activity）]フィールドには、[オーダーの承
認（OrderApprovals）]、[割り当ての処理（HandleAssignment）]、[出荷の処理（HandleShipping）]、
[受領の処理（Handle Receiving）]などのイベントが含まれます。

（注）

ステップ 6 [承認通知グループ（Approval Notification Group）]、[割り当て通知グループ（Assignment Notification
Group）]、[出荷通知グループ（Shipping Notification Group）]、[受信通知グループ（Receiving Notification
Group）]の各ペインで、次のことを行います。

• [外部電子メールアドレス（External email addresses）]：通知を送信する電子メールアドレスを入力し
ます。

• [集計ウィンドウ（Aggregation Window）]：イベントが発生するとすぐに、ドメインイベントの通知
が集計されるか、または送信されるのかを指定する設定を選択します。値が [未設定（<Not Set>）]の
場合は集計されず、イベントが発生するとすぐに通知が送信されます。

その他の値の場合は、イベントの発生後、[集計（Aggregation）]ウィンドウで設定された時間だけシ
ステムが待機します。待機中に他の関連イベントが発生すると、このようなすべてのイベントの詳細

が集計された通知が単一の電子メールに送信されます。

イベントはワークフローイベントタイプに基づきます。承認通知と割り当て通知は別の電子

メールに集計されます。

（注）

• [エスカレーションウィンドウ（EscalationWindow）]：ワークフローイベントでの非アクティブによっ
て、システム管理者へのエスカレーション電子メールが送信されるかどうかを指定する設定を選択し

ます。値が [未設定（<Not Set>）]の場合、エスカレーションの電子メールは送信されません。

その他の値は、トリガーされたイベントに対してアクション（例：オーダーの承認）が実行されない

場合、指定された時間の経過後に、システム管理者への電子メールの送信をシステムに対してトリガー

します。

ステップ 7 次のいずれかを実行します。

•将来作成されるドメインのデフォルト値として設定を保存するには、[ドメインテンプレートのみに適
用（Apply to domain template only）]をクリックします。

•既存のドメインに通知設定を適用するには、[すべてのドメインに適用（Apply to all domains）]をク
リックします。
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関連トピック

通知設定のテスト（71ページ）

ドメイン通知の設定

[オーダーの承認（Order Approvals）]、[割り当ての処理（Handle Assignment）]、[出荷の処理
（Handle Shipping）]、および [受領の処理（Handle Receiving）]などのドメイン固有のイベン
トの通知設定は、ドメインレベルで設定できます。このページの設定は、テンプレートの設定

後にドメインが作成された場合、またはテンプレートの作成時に [すべてのドメインに適用
（Apply to all domains）]オプションが選択された場合に、ドメイン通知テンプレートから継承
されます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ドメイン通知設定（Domain Notification Settings）]を選択します。

ステップ 2 [ドメイン通知設定（Domain Notification Configuration）]ページで、ドロップダウンリストから目的のドメ
インを選択します。ページが更新され、選択したドメインに固有の通知設定が表示されます。

ステップ 3 [電子メール設定（Email Settings）]ペインで、次の SMTPサーバの詳細を入力します。

• [メールサーバ名（Mail Server Name）]：SMTPサーバのホスト名または IPアドレス（例：
mailer.company.com）。

• [メールサーバポート（Mail Server Port）]：SMTPサーバポート。デフォルト以外のポートが使用され
ている場合のオプション設定です。

• [メールサーバユーザ名（Mail Server User Name）]：SMTPサーバアカウントのユーザ名。認証された
SMTPサーバが使用される場合にだけ指定します。

• [メールサーバユーザパスワード（Mail Server User Password）]：SMTPサーバアカウントのパスワー
ド。認証された SMTPサーバが使用される場合にだけ指定します。

• [送信元アドレス（Fromaddress）]：Provisioning通知内の「from」アドレスとして使用する電子メール
アドレス（例：ProvisioningManagerNotification@company.com）。

ステップ 4 [テスト設定（Test Settings）]をクリックして、SMTPホストやその他の詳細が正しく設定されていること
を確認します。

ステップ 5 [通知イベント（Notification Events）]ペインで、通知を送信するイベントを選択します。

[ワークフロー保留アクティビティ（WorkflowPendingActivity）]フィールドには、[オーダーの承認（Order
Approvals）]、[割り当ての処理（Handle Assignment）]、[出荷の処理（Handle Shipping）]、[受領の処理
（Handle Receiving）]などのイベントが含まれます。

ステップ 6 [承認通知グループ（Approval Notification Group）]ペインで、外部電子メールアドレスの場合に、通知を
送信する電子メールアドレスを入力します。

承認通知グループは、ドメイン内でオーダーの承認を実行する権限を持つユーザのグループです。ドメイ

ンに対してこの権限を持つようにシステム内で設定されたユーザは、[システムユーザ（SystemUsers）]と
して表示されます。このようなユーザには常に承認イベントが通知されます。
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ステップ 7 [割り当て通知グループ（AssignmentNotificationGroup）]、[出荷通知グループ（ShippingNotificationGroup）]、
および [受信通知グループ（Receiving Notification Group）]ペインで、外部電子メールアドレスの場合に、
通知を送信する電子メールアドレスを入力します。

割り当て通知グループは、ドメイン内で電話オーダーのMACアドレスを割り当てる権限を持つユーザの
グループです。ドメインに対してこの権限を持つようにシステム内で設定されたユーザは、[システムユー
ザ（System Users）]として表示されます。このようなユーザには常に承認イベントが通知されます。

出荷通知グループは、ドメイン内で出荷アクティビティを実行する権限を持つユーザのグループです。ド

メインに対してこの権限を持つようにシステム内で設定されたユーザは、[システムユーザ（SystemUsers）]
として表示されます。このようなユーザには常に出荷イベントが通知されます。

受信通知グループは、ドメイン内で受領アクティビティを実行する権限を持つユーザのグループです。ド

メインに対してこの権限を持つようにシステム内で設定されたユーザは、[システムユーザ（SystemUsers）]
として表示されます。このようなユーザには常に受領イベントが通知されます。

ステップ 8 [保存（Save）]をクリックして設定を適用します。

割り当て通知グループに送信される通知の集計とエスカレーションの設定は変更することがで

きます。

関連トピック

ドメイン通知テンプレートの設定（67ページ）
通知設定のテスト（71ページ）

システム通知の設定

通知設定は、同期エラーやオーダーエラーなどのシステムイベントに対応する通知を管理す

るために、システムレベルで設定できます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム通知設定（System Notification Settings）]を選択します。

ステップ 2 [電子メール設定（Email Settings）]ペインで、次の SMTPサーバの詳細を入力します。

• [メールサーバ名（MailServerName）]：SMTPサーバ名または IPアドレス（例：mailer.company.com）。

• [メールサーバポート（Mail Server Port）]：SMTPサーバポート。デフォルトポートが使用される場
合、このフィールドはオプションです。

• [メールサーバユーザ名（Mail Server User Name）]：SMTPサーバアカウントのユーザ名。認証された
SMTPサーバが使用される場合にだけ指定します。

• [メールサーバユーザパスワード（Mail Server User Password）]：SMTPサーバアカウントのパスワー
ド。認証された SMTPサーバが使用される場合にだけ指定します。

• [メールサーバユーザパスワードの確認（Confirm Mail Server User Password）]：確認のために SMTP
サーバアカウントのパスワードを再入力します。
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• [送信元アドレス（From address）]：Cisco Prime Collaboration Provisioningが通知の送信に使用する電子
メールアドレス（例：CUPMNotification@company.com）。

ステップ 3 [テスト設定（Test Settings）]をクリックして、SMTPホストやその他の詳細が正しく設定されていること
を確認します。

ステップ 4 [電子メールコンテンツURLパラメータ（Email Content URL Parameters）]ペインで、次の詳細を入力しま
す。これらは、電子メールコンテンツに表示される URLを構築するために使用されます。

• [プロトコル（Protocol）]：Cisco Prime Collaboration Provisioningにアクセスするためのプロトコル。

• [ホスト（Host）]：Cisco Prime Collaboration Provisioningにアクセスするためのホスト名または IPアド
レス。

• [ポート（Port）]：Cisco PrimeCollaboration Provisioningへのアクセスに使用するポート（80以外のポー
トを使用する場合にのみ必要）。

[電子メールコンテンツURLパラメータ（Email ContentURLParameters）]ペインのフィールド
には、関連情報が自動的に入力されます。

（注）

ステップ 5 [通知イベント（Notification Events）]ペインで、通知を送信する必要があるイベントを選択します。

ステップ 6 [通知グループの管理（Administration Notification Group）]ペインで、次の詳細を入力します。

• [外部電子メールアドレス（External Email Addresses）]：選択したシステムイベントの電子メール通知
を送信する、ユーザまたはメーリングリストの電子メール ID。電子メールアドレスがシステム内で
指定されている場合は、通知が管理者に送信されます。このリストは、[システムユーザ（System
Users）]フィールドに読み取り専用テキストとして表示されます。

• [集計ウィンドウ（Aggregation Window）]：イベントが発生するとすぐに、システムイベントの通知
が集計されるか、または送信されるのかを指定する設定を選択します。値が [未設定（<Not Set>）]の
場合は集計されず、イベントが発生するとすぐに通知が送信されます。

その他の値の場合は、イベントの発生後、[集計（Aggregation）]ウィンドウで設定された時間だけシ
ステムが待機します。待機中に他の関連イベントが発生すると、このようなすべてのイベントの詳細

が集計された通知が単一の電子メールに送信されます。

イベントはタイプに基づいて集計されます。同期エラーとオーダーエラーは別の電子メール

に集計されます。

（注）

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

関連トピック

通知設定のテスト（71ページ）

通知設定のテスト

システムおよびドメインの通知設定をテストして、SMTPホストやその他の詳細が正しく設定
されていることを確認できます。
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通知設定をテストするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のいずれかを選択します。

• [管理（Administration）] > [システム通知設定（System Notification Settings）]

• [管理（Administration）] > [ドメイン通知設定（Domain Notification Settings）]

ステップ 2 [テスト設定（Test Settings）]をクリックし、電子メールアドレスを [テスト電子メールの送信先（Send
Test Email To）]フィールドに入力します。

ステップ 3 [テスト電子メールの送信（Send test email）]をクリックし、現在の設定を使用して電子メールを送信しま
す。

テストに失敗した場合はエラーメッセージが表示されます。設定で必要な変更を行い、もう一度

テストを実行します。ただし、テストに成功しても、設定が自動的に保存されることはありませ

ん。必ず [テスト電子メールの設定（Test Email Settings）]ペインを閉じ、設定を保存してくださ
い。

（注）
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