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Cisco Unity Connection SRSV の管理：
ユーザ設定インターフェイス

次の項を参照してください。

• 「管理者の検索」（P.7-1）

• 「管理者の新規追加」（P.7-2）

• 「管理者の基本設定の編集」（P.7-2）

• 「パスワードの変更」（P.7-3）

• 「役割の編集」（P.7-4）

• 「管理者アカウントの追加」（P.7-4）

• 「ユーザの検索」（P.7-5）

管理者の検索
[管理者の検索（Search Administrators）] ページには、Cisco Unity Connection SRSV の管理にログイ

ンできる管理者のリストが表示されます。このリストから特定の管理者名を検索することもできます。

デフォルトでは、検索結果には、すべての管理者の詳細が返されます。デフォルトでは、管理者はペー

ジごとに 25 レコードを確認でき、ドロップダウン リストから 1 ページの行数を選択できます。1 ペー

ジに返される検索結果の最大値は 250 です。管理者は、次のオプションを使用して、名前のフィール

ドでカスタム検索を実行できます。

• が次の文字列で始まる（Begins With）

• が次の文字列を含む（Contains）

• が次の文字列で終わる（Ends With）

• が次の文字列と等しい（Is Exactly）

• が空である（Is Empty）

• が空ではない（Is Not Empty）

表 7-1 [管理者の検索（Search Administrators）] ページ

フィールド 説明

エイリアス（Alias） 管理者に固有のテキスト名。

管理者に固有のページに移動するには、[エイリアス（Alias）] を選択します。
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第 7 章 Cisco Unity Connection SRSV の管理：ユーザ設定インターフェイス

管理者の新規追加
管理者の新規追加

管理者の基本設定の編集

名（First Name） （表示専用）管理者の名。

姓（Last Name） （表示専用）管理者の姓。

表示名（Display 
Name）

（表示専用）管理者の名前。

選択項目の削除

（Delete Selected）
管理者の表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除（Delete Selected）] 
を選択します。複数の管理者を同時に削除できます。

新規追加（Add 
New）

管理者を追加するには、[新規追加（Add New）] ボタンを選択します。新しいページが開くので、こ

のページに新しい管理者に該当するデータを入力します。

表 7-2 [管理者の新規追加（Add New Administrator）] ページ

フィールド 説明

エイリアス（Alias） 管理者に固有のテキスト名。

名（First Name） 管理者の名。

姓（Last Name） 管理者の姓。

表示名（Display 
Name）

管理者の識別に役立つ名前を入力します。

表 7-3 [管理者の基本設定の編集（Edit Administrator Basics）] ページ

フィールド 説明

エイリアス（Alias） 管理者に固有のテキスト名。

名（First Name） （任意）管理者の名。

姓（Last Name） （任意）管理者の姓。

表示名（Display 
Name）

（任意）管理者の識別に役立つ名前を入力します。

イニシャル

（Initials）
（任意）管理者のイニシャルを入力します。

タイトル （任意）管理者の役職を入力します。

従業員 ID
（Employee ID）

（任意）管理者の ID を入力します。

アドレス（Address）（任意）管理者のアドレスを入力します。

建物 （任意）管理者が居るビル名を入力します。

市区町村郡（City） （任意）市を入力します。

都道府県 （任意）都道府県を入力します。

表 7-1 [管理者の検索（Search Administrators）] ページ （続き）

フィールド 説明
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パスワードの変更
パスワードの変更

郵便番号（Postal 
Code）

（任意）郵便番号を入力します。

国（Country） （任意）国を入力します。

システムのデフォル

ト タイム ゾーンを

使用（Use System 
Default Time Zone）

ブランチで、アクティブなスケジュールで選択した時間にシステムのデフォルト タイム ゾーンが適

用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。

このチェックボックスをオフにした場合は、リストからタイム ゾーンを選択します。

タイム ゾーン

（Time Zone）
管理者に必要なタイム ゾーンを選択するか、[システムのデフォルト タイムゾーンを使用（Use 
System Default Time Zone）] チェックボックスをオンにします。デフォルト タイム ゾーンは、ブラ

ンチに設定されているタイム ゾーンです。管理者の居場所が Connection SRSV サーバとは別のタイ

ム ゾーンにある場合にのみ、この設定を変更してください。

言語（Language） カンバセーションで管理者への指示が再生されるときの言語を選択します。[システムのデフォルト

言語を使用（Use System Default Language）] を選択するか、リストから言語を選択します。この設

定は、音声認識カンバセーションには適用されないことに注意してください。

（注） ライセンスの設定によっては、米国英語を使用できない場合があります。

部署名

（Department）
（任意）管理者の部署名を入力します。

マネージャ

（Manager）
（任意）マネージャの名前を入力します。

課金 ID（Billing 
ID）

（任意）アカウンティング情報、部署名、プロジェクト コードなどの組織固有の情報に使用できる課

金 ID。この情報は、ユーザ レポートに含めることができます。

表 7-4 [パスワードの変更（Change Password）] ページ

フィールド 説明

パスワード

（Password）
Web アプリケーション パスワードを入力します。英数字と特殊文字

（~!@#$%^&*()-_+={}|][:"';<>?/\.,）の任意の組み合わせを使用できます。

不正アクセスや不正通話から Cisco Unity Connection を保護するには、長くて推測されにくいパス

ワード（8 桁以上）を入力します。

パスワードの最大長は 80 文字です。

パスワードの確認

（Confirm Password）
新しいパスワードを再度入力して、入力を確認します。

表 7-3 [管理者の基本設定の編集（Edit Administrator Basics）] ページ （続き）

フィールド 説明
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役割の編集
役割の編集

管理者アカウントの追加

管理者アカウントの追加方法

ステップ 1 Cisco Unity Connection SRSV の管理で、[ユーザ（Users）] > [管理者（Administrators）] を選択しま

す。

ステップ 2 [管理者の検索（Search Administrators）] ページで、[新規追加（Add New）] を選択します。[管理者

の新規作成（New Administrator）] ページが開きます。

ステップ 3 [エイリアス（Alias）] フィールドに、アカウントのエイリアスを入力します。

表 7-5 [役割の編集（Edit Roles）] ページ

フィールド 説明

割り当て済みの役割

（Assigned Roles）
[使用可能な役割（Available Roles）] の設定とともに使用して、ブランチを管理するユーザに役割を

割り当てます。上矢印と下矢印を選択して、[使用可能な役割（Available Roles）] ボックスから [割
り当て済みの役割（Assigned Roles）] ボックスに該当する役割を移動します。

あらかじめ定義されている次の役割から選択します。

• オーディオ テキスト管理者（Audio Text Administrator）

• 監査管理者（Audit Administrator）

• グリーティング管理者（Greeting Administrator）

• ヘルプ デスク管理者（Help Desk Administrator）

• リモート管理者（Remote Administrator）

• システム管理者（System Administrator）

• 専門技術者

• ユーザ管理者（User Administrator）

使用可能な役割

（Available Roles）
[割り当て済みの役割（Assigned Roles）] の設定とともに使用して、ブランチを管理するユーザに役

割を割り当てます。上矢印と下矢印を選択して、[使用可能な役割（Available Roles）] ボックスから 
[割り当て済みの役割（Assigned Roles）] ボックスに該当する役割を移動します。

あらかじめ定義されている次の役割から選択します。

• オーディオ テキスト管理者（Audio Text Administrator）

• 監査管理者（Audit Administrator）

• グリーティング管理者（Greeting Administrator）

• ヘルプ デスク管理者（Help Desk Administrator）

• リモート管理者（Remote Administrator）

• システム管理者（System Administrator）

• 専門技術者

• ユーザ管理者（User Administrator）
7-4
Cisco Unity Connection Survivable Remote Site Voicemail（SRSV）Release 9.x 完全リファレンス ガイド



第 7 章 Cisco Unity Connection SRSV の管理：ユーザ設定インターフェイス

ユーザの検索
ステップ 4 必要に応じて、オプション フィールドに情報を入力します （フィールドの詳細については、[ヘルプ

（Help）] メニューの [ページ上（This Page）] を選択してください）。

値を入力しなかった場合は Connection でエイリアスを使用して SMTP アドレスが生成されるという意

味で、[SMTP アドレス（SMTP Address）] フィールドはオプションであることに注意してください。

ただし、SMTP アドレスには非 ASCII 文字を含めることができません。そのため、ユーザ エイリアス

に非 ASCII 文字が含まれていた場合は、受け入れ可能な SMTP アドレスを入力する必要があります。

ステップ 5 [保存（Save）] を選択します。管理者アカウントが作成され、[管理者の編集（Edit Administrator）] 
ページが開きます。

ステップ 6 [管理者の編集（Edit Administrator）] ページで、必要に応じて、追加の情報を入力します。ページ上

で設定を変更した場合は、[保存（Save）] を選択します。

ステップ 7 [編集（Edit）] メニューで、[役割（Roles）] を選択します。

ステップ 8 [役割の編集（Edit Roles）] ページの [割り当て済みの役割（Assigned Roles）] フィールドまたは [使
用可能な役割（Available Roles）] フィールドで、役割名を選択してから、上矢印または下矢印を選択

して役割を該当するフィールドに移動します。

ステップ 9 [割り当て済みの役割（Assigned Roles）] フィールドに管理者に適用可能なすべての役割が表示された

ら、[保存（Save）] を選択します。

ステップ 10 [編集（Edit）] メニューで、[パスワードの変更（Change Password）] を選択します。

ステップ 11 [パスワードの変更（Change Password）] ページの [パスワード（Password）] フィールドに、パス

ワードを入力します。パスワードは、パスワードの複雑さに関する次の要件を満たしている必要がある

ことに注意してください。

• 最大長要件（[ 認証規則の編集（Edit Authentication Rule）] ページの [ 最小クレデンシャル長

（Minimum Credential Length）] フィールドで設定されたように）

• 次のカテゴリの中から 1 つ以上の文字を含めること：大文字、小文字、数字、および記号（~ !@ # 
$ % ^ & * " ' , .: ; ?- _ ( ) [ ] < > { } + = / \ |）

• 同じ文字が 4 つ以上連続しないこと（たとえば、aaaaB1C9 は無効です）

• 管理者のエイリアスまたは名前を含めないこと

ステップ 12 [パスワードの確認（Confirm Password）] フィールドにもう一度パスワードを入力します。

ステップ 13 [保存（Save）] を選択します。

ユーザの検索
[ユーザの検索（Search Subscribers）] ページには、Cisco Unity Connection SRSV で利用可能なユー

ザのリストが表示されます。

デフォルトでは、検索結果には、Cisco Unity Connection SRSV にアクセスできるすべてのユーザの詳

細が返されます。デフォルトでは、管理者はページごとに 25 レコードを確認でき、ドロップダウン リ
ストから 1 ページの行数を選択できます。1 ページに返される検索結果の最大値は 250 です。管理者

は、次のオプションを使用して、名前のフィールドでカスタム検索を実行できます。

• が次の文字列で始まる（Begins With）

• が次の文字列を含む（Contains）

• が次の文字列で終わる（Ends With）

• が次の文字列と等しい（Is Exactly）
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ユーザの検索
• が空である（Is Empty）

• が空ではない（Is Not Empty）

ブランチのユーザの関連情報は編集できません。ユーザ情報を更新する必要がある場合は、中央の 
Connection ロケーションで行う必要があります。

表 7-6 [ユーザの検索（Search Subscribers）] ページ

フィールド 説明

エイリアス（Alias） ユーザに固有のテキスト名。

ユーザに固有のページに移動するには、[エイリアス（Alias）] を選択します。

内線番号

（Extension）
（表示専用）ユーザの内線番号。

名（First Name） （表示専用）ユーザの名。

姓（Last Name） （表示専用）ユーザの姓。

表示名（Display 
Name）

（表示専用）ユーザの名前。
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