クイック スタート ガイド

Cisco ViewMail for Microsoft Outlook クイック スタート ガイド
（リリース 8.5 以降）
Cisco ViewMail for Microsoft Outlook（リリース 8.5 以降） 2
Cisco ViewMail for Microsoft Outlook の概要 2
Outlook 2010 および Outlook 2007 での ViewMail の使用方法 2
Outlook 2003 での ViewMail の使用方法 5
ViewMail アカウント設定の変更 7
よくあるご質問 10

Revised: October 19, 2012,

Cisco ViewMail for Microsoft Outlook（リリース 8.5 以
降）
• Cisco ViewMail for Microsoft Outlook の概要, （2 ページ）
• Outlook 2010 および Outlook 2007 での ViewMail の使用方法, （2 ページ）
• Outlook 2003 での ViewMail の使用方法, （5 ページ）
• ViewMail アカウント設定の変更, （7 ページ）
• よくあるご質問, （10 ページ）

Cisco ViewMail for Microsoft Outlook の概要
Cisco ViewMail for Microsoft Outlook にはビジュアルなインターフェイスがあり、Outlook を使用してボイス メッセージ
の送信、再生、および管理ができます。
ボイスメール システムの設定方法に応じて、Outlook の受信フォルダまたは Outlook の各メール フォルダにボイス メッ
セージが表示されます。

Outlook 2010 および Outlook 2007 での ViewMail の使用方法
• Outlook 2010 および 2007 でのボイス メッセージの作成, （2 ページ）
• Outlook 2010 および 2007 でのボイス メッセージの確認, （4 ページ）

Outlook 2010 および 2007 でのボイス メッセージの作成
Outlook で、[新規作成] アイコンを選択するか、[新規作成] リストの [ボイス メッセージ] を選択します。 または
Ctrl-Shift-M を押します。
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1

メールメッセージをボイスメッセージに変換し、 6
オーディオ コントロールと [ViewMail] タブを表
示します。

[音量] アイコンを選択すると、インジケータをス
ライドさせて、再生中の音量を調節できます。

2

メッセージ タイプ ラベル。

7

[速度] 矢印を選択し、再生中の速度を調節できま
す。

3

ボイス メッセージを録音します。

8

必要に応じて、受信者名を入力します。

4

録音したボイス メッセージを再生します。

9

必要に応じて、ボイス メッセージに付属するテ
キストを入力します。 テキストおよび添付ファ
イルは、セキュアではないメッセージの場合にの
みサポートされています。

5

再生中のメッセージ録音の進行状況と時間。

10

[ViewMail] タブには、その他のメッセージ オプ
ションも表示されます。

必要に応じて、[ViewMail] タブで、オーディオ デバイスとメッセージ オプションを選択します。
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1

このボイス メッセージを録音する際に使用する
デバイスを選択します （すべてのメッセージに
対応するデバイスを選択するには、7 ページの
「ViewMail アカウント設定の変更」を参照して
ください）。

2

このボイス メッセージを再生する際に使用する
デバイスを選択します （すべてのメッセージに
対応するデバイスを選択するには、7 ページの
「ViewMail アカウント設定の変更」を参照して
ください）。

3

メッセージを [プライベート] または [セキュア]
に設定します （ボイスメール システムの設定方
法によっては、一部のオプションが利用できない
場合があります）。

Outlook 2010 および 2007 でのボイス メッセージの確認
他のユーザからのボイス メッセージに対して転送や返信ができますが、社外の発信者に対してはできません。
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1

再生を停止します。

5

[速度] 矢印を選択し、再生速度を調節できます。

2

再生を開始または一時停止します。

6

ボイス メッセージの文字変換画面 （ボイスメー
ル システムの設定方法によっては、この機能が
利用できない場合があります）。

3

メッセージ録音の進行状況と時間。

7

[ViewMail] タブには、その他のメッセージ オプ
ションも表示されます。

4

[音量] アイコンを選択すると、インジケータをス 8
ライドさせて、再生音量を調節できます。

[ViewMail] タブで、このメッセージを再生するデバイスを選択します （すべてのメッセージに対応するデバイスを選
択するには、7 ページの「ViewMail アカウント設定の変更」を参照してください）。

Outlook 2003 での ViewMail の使用方法
• Outlook 2003 でのボイス メッセージの作成, （5 ページ）
• Outlook 2003 でのボイス メッセージの確認, （6 ページ）

Outlook 2003 でのボイス メッセージの作成
Outlook の [新規作成] リストで、[ボイス メッセージ] を選択します。 または Ctrl-Shift-M を押します。
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1

メッセージ タイプ ラベル。

5

[音量] アイコンを選択すると、インジケータをス
ライドさせて、再生中の音量を調節できます。

2

ボイス メッセージを録音します。

6

[速度] 矢印を選択し、再生中の速度を調節できま
す。

3

録音したボイス メッセージを再生します。

7

必要に応じて、受信者名を入力します。

4

再生中のメッセージ録音の進行状況と時間。

8

必要に応じて、ボイス メッセージに付属するテ
キストを入力します。 テキストおよび添付ファ
イルは、セキュアではないメッセージの場合にの
みサポートされています。

Outlook 2003 でのボイス メッセージの確認
他のユーザからのボイス メッセージに対して転送や返信ができますが、社外の発信者に対してはできません。
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1

再生を停止します。

4

[音量] アイコンを選択すると、インジケータをス
ライドさせて、再生音量を調節できます。

2

再生を開始または一時停止します。

5

[速度] 矢印を選択し、再生速度を調節できます。

3

メッセージ録音の進行状況と時間。

6

ボイス メッセージの文字変換画面 （ボイスメー
ル システムの設定方法によっては、この機能が
利用できない場合があります）。

ViewMail アカウント設定の変更
Outlook 2010 では、[ViewMail] タブで [設定] を選択します。
Outlook 2007 および 2003 では、[ツール] メニューから [オプション] を選択してから、[ViewMail] タブを選択します。
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1

選択して、関連付けられた電子メール アカウン
トを追加および設定します。

4

選択した電子メール アカウントを削除します。

2

選択して、選択済みの関連付けられた電子メール 5
アカウントの設定を変更します。

チェックボックスのオン/オフを切り替えて、診
断トレースをオンまたはオフにします。

3

選択して、ボイス メッセージを送信するデフォ 6
ルトのボイスメール サーバを設定します （複数
の電子メール アカウントが関連付けられている
場合にのみ使用可能なオプションです）。

ViewMail フィールドおよびラベルを表示する言
語を選択します。

該当する情報を入力または変更し、[OK] をクリックします。
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1

ボイスメール サーバに関連付けられた電子メー
ル アカウント （表示専用）。

7

録音または再生デバイスとして電話を選択したと
きに、ボイス メッセージの録音および再生の際
にダイヤルされる電話番号を入力します。

2

電子メール アカウントが関連付けられているボ
イスメール サーバのタイプを選択します。

8

すべてのボイス メッセージを録音する際に使用
するデバイスを選択します。

3

ボイスメール サーバの名前を入力します。

9

すべてのボイス メッセージを再生する際に使用
するデバイスを選択します。

4

ボイスメール サーバへの接続の状況 （表示専
用）。

10

Messaging Assistant およびパーソナル着信転送ルー
ル Web ツールにアクセスするには、Cisco PCA
に移動します。

5

ユーザ名を入力します。

11

現在入力されている ViewMail アカウント設定を
テストします。 [サーバのステータス] フィール
ドにステータスが表示されます。

6

Cisco PCA（Web アプリケーション）のパスワー
ドを入力します。
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よくあるご質問
ボイス メッセージの管理
Q. 別のボイス メッセージが添付ファイルとして含まれているボイス メッセージを受信しましたが、添付のボイス メッ
セージを開いても、元のメッセージにあるようなオーディオ コントロールがありません。 どのようにして添付のボイ
ス メッセージを再生するのでしょうか。
A.添付のボイス メッセージは .wav ファイルであり、コンピュータのメディア プレーヤーを使用して再生できます。
Q.友人の Gmail アカウントにボイス メッセージを送信すると、なぜエラー配信メッセージを受信するのでしょうか。
A.ご使用のボイスメール システムでは、システム外の受信者へのボイス メッセージの送信がサポートされていない可
能性があります。 システム管理者にお問い合わせください。
Q.ボイス メッセージを電子メールと同じ受信トレイで受信しています。 どのようにしてボイス メッセージであること
を識別できるのでしょうか。
A.ボイス メッセージには、「ViewMail」という色カテゴリが割り当てられます。 デフォルトでは、青の四角形が付い
た ViewMail カテゴリが [分類項目] 列に表示されます （受信トレイに [分類項目] 列を追加するには、Outlook のヘルプ
を参照してください）。
Q.ボイス メッセージを電子メールと同じ受信トレイで受信していますが、送信トレイの下に [VoiceOutbox] フォルダも
表示されます。 なぜ [VoiceOutbox] フォルダにもメッセージが表示される場合があるのでしょうか。
A.ボイス メッセージは [VoiceOutbox] フォルダで配信まで待機します。 ボイスメール システムによって送信が行われ
ると、メッセージは消去されます。 [VoiceOutbox] フォルダにメッセージがある場合、メッセージを更新または再送信
しないでください。
Q.ボイス メッセージを電子メールと同じ受信トレイで受信しています。 Outlook の 1 つの場所で、すべてのボイス メッ
セージをまとめて表示することはできますか。
A.ボイスメール システムの設定によっては、Outlook メールボックスの [検索フォルダ] の下に [ViewMail] フォルダが
表示される場合があります。 [ViewMail] フォルダには、現在受信トレイにあるすべてのボイス メッセージが表示され
ます。
ViewMail アカウント設定
Q.Outlook を起動すると、Cisco ViewMail for Microsoft Outlook の初期化ウィザードが開始されます。 この目的は何です
か。
A.ご使用のワークステーションで ViewMail をインストールしたときに必須情報が不足していた場合、初めて Outlook
を実行したときにウィザードが開始されます。 画面の指示に従い、情報を入力してウィザードを完了してください。
Q.コンピュータで新しい録音または再生デバイスを追加または有効にしました。 なぜ ViewMail のデバイス リストに
は反映されないのですか。
A. 新しいデバイスを認識するには、ViewMail for Outlook アドインを再起動する必要があります。 ViewMail を再起動す
るには、Outlook を再起動します。
Q. Outlook で新しい電子メール アカウントを追加しました。 なぜ ViewMail for Outlook オプションまたは設定に電子
メール アカウントが表示されないのですか。
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A. 新しいアカウントを認識するには、ViewMail for Outlook アドインを再起動する必要があります。 ViewMail を再起動
するには、Outlook を再起動します。
全般
Q. ViewMail for Outlook から Cisco Personal Communications Assistant（PCA）にアクセスできますか。
A. [Cisco PCA] リンクは [ViewMail アカウントの設定] ダイアログの下部付近にあり、Outlook バージョンによって次の
場所から使用できます。
• Outlook 2010：[ViewMail] タブで [設定] を選択します。 [Cisco ViewMail の設定] ダイアログで該当するアカウント
を選択し、[編集] を選択します。
• Outlook 2007 および 2003：[ツール] メニューから [オプション] を選択します。 [オプション] ダイアログで [ViewMail]
タブを選択してから、該当するアカウントを選択し、[編集] を選択します。
Q. [ViewMail for Outlook アドイン] のツールチップに示されているように F1 キーを押してヘルプを表示しようとしまし
たが、ViewMail for Outlook のヘルプは表示されません。なぜですか。
A. ViewMail for Outlook のヘルプはありません。 ツールチップは Outlook の一部であり、表示される内容は Outlook ヘ
ルプに連動しています。
Q. システム管理者からログ ファイルを送信するように依頼されました。 どうしたらよいですか。
A. Outlook 2010 では、[ヘルプ] グループの [ViewMail] タブで [電子メールでログ ファイルを送信] を選択します。Outlook
2007 および 2003 では [ヘルプ] メニューで [Cisco ViewMail for Outlook] を選択してから、[電子メールでログ ファイル
を送信] を選択します。 ViewMail はログ ファイルを収集して zip ファイルに圧縮し、アドレスを指定して送信する電
子メールにこの zip ファイルを添付します。
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