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設定

外部メッセージ ストア内の電子メールへのアクセ
ス　　40-1

クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送　　
33-13

スマート ホスト、デジタル ネットワークの　　
33-10

短縮ダイヤル　　6-12

通話保留の待ち時間　　14-5

到着通知 SMS（SMPP）メッセージ　　23-3

到着通知 SMTP メッセージ　　23-2

前提条件
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およびシステム同報リスト　　33-26

およびプライベート同報リスト　　33-27

概要　　33-1

既存のネットワークへのサーバの追加　　33-7
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クロスサーバ ログオンとクロスサーバ転送の概要
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認証、LDAP ～の設定　　43-5

認証規則

概要　　18-2
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SIP サーバの設定　　29-18

SIP の設定　　29-20
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ファイルとして保存　　29-28

れ

レプリケーション

一括操作中に一時停止される　　33-28

概要　　33-23
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