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Cisco Unity Express の機能

Interactive Voice Response（IVR）オプションは、Cisco Unity Express と統合される別個のアドオン 
ライセンス パッケージです。IVR 用に説明されている機能は、別個の IVR ソフトウェア ライセンスを

購入した場合にのみ使用できます（別個の IVR ソフトウェア ライセンスの取得方法の詳細については、

『Release Notes for Cisco Unity Express 7.0』を参照してください）。

このマニュアルでは、Cisco Unity Express IVR アプリケーションを設定する、Cisco Unity Express 
Interactive Voice Response（IVR）の Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイ

ス）のコマンドとタスクについて説明します。このマニュアルは、『Cisco Unity Express 7.0 CLI 
Administrator Guide』と併用してください。

このマニュアルは、『Cisco Unity Express 7.0 GUI Administrator Guide』で説明されている Graphical 
User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）管理タスクを補完するものです。

このマニュアルでは、Cisco Unity Express IVR アプリケーションについて取り上げます。Cisco ルー

タ、Cisco ネットワーク モジュール、Cisco Unified Communications Manager Express ルータ、または 
Cisco Unified Communications Manager Express サーバのインストールについては説明しません。これ

らのトピックの詳細については、「その他のリファレンス」（P.10）を参照してください。

この章は、次の項で構成されています。

 • 「プラットフォームと Cisco IOS ソフトウェア イメージについて」（P.1）

 • 「Cisco Unity Express Interactive Voice Response の機能リスト」（P.2）

プラットフォームと Cisco IOS ソフトウェア イメージにつ
いて

Cisco Unity Express アプリケーションのコマンドは、Cisco IOS ソフトウェアのコマンドと構造が類

似しています。ただし、Cisco Unity Express のコマンドは Cisco IOS の構成に作用しません。

Cisco Unity Express のハードウェアおよびソフトウェアのプラットフォームに関する詳細については、

『Release Notes for Cisco Unity Express 7.0』を参照してください。

（注） Cisco Unity Express モジュールが格納されているルータには、Uninterruptible Power Supply（UPS; 
無停電電源）を接続することを強くお勧めします。信頼性の高い UPS ユニットを使用すると、ルータ

および Cisco Unity Express モジュールの運用を維持するための電力を継続的に得ることができます。

電力消費は Cisco プラットフォームによって異なるため、装置の容量と実行時間を考慮に入れてくださ

い。UPS には、ルータにCisco Unity Express を正しくシャットダウンさせてからルータの電源を切る

シグナリング メカニズムが備えられている必要があります。
1
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Cisco Unity Express Interactive Voice Response の機能リスト
Cisco Unity Express Interactive Voice Response の機
能リスト

表 1 に、Cisco Unity Express の機能をバージョン別に示します。特定のバージョンで導入された機能

は、そのバージョンおよび以降のバージョンで利用できます。

表 1 Cisco Unity Express IVR の機能 

バージョン 当該バージョンで導入された機能1 機能の説明 機能情報

IVR 3.0 IVR 自動受付統合 Cisco Unity Express IVR は、すべて

の自動受付機能をサポートします。

Cisco Unity Express は、ボイ

スメールおよび自動受付に加

えて、IVR（Interactive Voice 
Response; 自動音声応答）をシ

ステムの主要コンポーネント

としてサポートします。

エンタープライズ データベースおよ

び SMB データベース統合

Cisco Unity Express は、次のエン

タープライズ データベースおよび 
SMB データベースをサポートします。

 • Oracle 10g

 • IBM DB2 8.2/9.0/9.1

 • Microsoft SQL 2000

 • Microsoft MSDE 2000

 • Sybase Active Server 1.2

発信者が、クエリーを実行し

てデータベースから情報を収

集したり、データベースに保

存されているデータを操作し

たりできます。

IVR Web アプリケーション展開 ユーザが VoiceXML スクリプトを展

開できるようになります。このスク

リプトは、IVR アプリケーションと 
JSP および Java ファイルの静的コン

テンツを表し、IVR アプリケーショ

ンの動的コンテンツを生成します。

IVR アプリケーションは Web 
Archive（WAR; Web アーカイ

ブ）ファイル形式を使用する

パッケージです。これには、

VoiceXML、JSP および Java 
ファイルのコンパイル バー

ジョンと、そのプロパティお

よび設定ファイルが含まれて

います。

発信電子メール通知サポート Cisco Unity Express IVR は発信電子

メール通知をサポートします。これ

により、ユーザが他のユーザに電子

メールを送信して、その IVR オー

ダーの受信を確認できます。

スクリプトの発信電子メール

通知ステップで、次の操作を

行うことができます。

 • 電子メール メッセージの

作成

 • 発信電子メール メッセー

ジへのファイルの添付

 • Cisco Unity Express スク

リプトからの電子メール 
メッセージの送信
2
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IVR 3.0 発信ファックス通知サポート IVR により、ユーザが 
Cisco Unity Express を使用して発信

ファックス通知を統合できるように

なります。発信ファックスは、特別

な形式の電子メール アドレスを使用

して生成されます。ファックス サブ

システムでは、ファックス メッセー

ジのディスポジションを記述する電

子メール通知を生成します。

ファックスは、設定可能な

ファックス SMTP サーバに送

信されます。ファックス 
SMTP サーバ設定は、発信電

子メールの送信に使用する 
SMTP サーバ設定とは異なり

ます。

Cisco Unity Express スクリプト エ
ディタの IVR サポート

IVR スクリプト作成ツールでは、

IVR スクリプト作成デバイスまたは

エディタ内での対話式デバッグをサ

ポートします。

Cisco Unity Express IVR スク

リプトの作成方法については、

『Cisco Unity Express 7.0 
Guide to Writing and Editing 
Scripts』を参照してください。

リアルタイム レポート作成 Cisco Unity Express IVR リアルタイ

ム統計情報収集ツールにより、連絡

先、アプリケーション タスク、およ

びエンジン タスクなどの主要なワー

クフロー コンポーネントについての

リアルタイム統計情報を使用できま

す。このリアルタイム レポート作成

機能により、各連絡先またはアプリ

ケーションについての要約または詳

細リアルタイム統計情報を利用でき

ます。

リアルタイム統計情報の性質

上、要約値には、前回統計が

クリアされた以降に累積され

た情報のみ反映されます。累

積された統計要約データは 
GUI インターフェイスを使用

して手動でクリアするか、ま

たは日次スケジュールを設定

することによって深夜 12 時に

自動的にクリアすることがで

きます。

1. 特定のバージョンで導入された機能は、そのバージョンおよび以降のバージョンで利用できます。

表 1 Cisco Unity Express IVR の機能 （続き）

バージョン 当該バージョンで導入された機能1 機能の説明 機能情報
3
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Cisco Unity Express Interactive Voice 
Response の概要

IVR によって、電話発信者がボイス メニューから、またはシステムと対話してオプションを選択でき

るようになります。事前に録音した音声プロンプトが再生されたら、発信者は電話キーパッド上の番号

を押してオプションを選択します。

Cisco Unity Express IVR アプリケーションは、Cisco Unified Communications Manager Express また

は Cisco Unified Communications Manager と連動して、中小企業向けに次の機能を提供します。

 • 発信者がクエリーを実行して顧客データベースから情報を収集、およびデータベースに保存されて

いる情報を制御する。

 • IVR アプリケーション内から発信電子メールまたはファックスを送信することにより、IVR アプ

リケーションを使用して実行されたオーダーを確認する。

 • 着信 HTTP 要求ベースのトリガー アプリケーションを使用して IVR アプリケーションを開始し、

オーダーを満たして出荷したことの通知を電子メール、ファックスまたは電話で行う。

Cisco Unity Express ソフトウェアのインストールおよびアップグレードのガイドラインおよび手順に

ついては、『Cisco Unity Express 7.0 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付アプリケーションは、

Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME）または 
Cisco Unified Communications Manager と連動して、中小企業向けに次の機能を提供します。

 • オンサイトまたはリモートの電話ユーザ用ボイスメールボックスの作成および保守。最大メール

ボックス数は、ハードウェア モジュールおよび Cisco Unity Express 用に購入したライセンス契約

によって異なります。システムの制限については、「ソフトウェア ライセンス」（P.10）を参照して

ください。

 • 発信者が会社の電話番号をダイヤルしたときに再生されるメッセージ、および特定の内線番号また

は従業員に発信者を案内するプロンプトの録音およびアップロード。

Cisco Unity Express ソフトウェアのインストールおよびアップグレードのガイドラインおよび手順に

ついては、『Cisco Unity Express 7.0 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

この章の構成
 • 「ソフトウェア ライセンス」（P.10）

 • 「管理インターフェイス」（P.10）

 • 「その他のリファレンス」（P.10）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.12）
9
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ソフトウェア ライセンス
ソフトウェア ライセンス
Cisco Unity Express の IVR（Interactive Voice Response; 自動音声応答）サポート用オプション アド

オン ライセンス パッケージに関するライセンスの取得方法については、『Release Notes of 
Cisco Unity Express 7.0』を参照してください。

管理インターフェイス
Cisco Unity Express には、次の 2 つの管理インターフェイスが用意されています。

 • グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）：このユーザ フレンドリな Web ベースのインター

フェイスを使用して、すべてのボイスメール機能および自動受付機能を管理できます。

GUI は、Web ベースのアプリケーションに精通している管理者および Cisco IOS コマンド構造に

慣れていない管理者を対象としています。GUI メニューおよび画面を使用した設定手順について

は、『Cisco Unity Express 7.0 GUI Administrator Guide』を参照してください。

 • コマンドライン インターフェイス（CLI）：このテキスト ベースのインターフェイスには、GUI と
同じ管理機能と設定機能があります。インストール、アップグレード、およびトラブルシューティ

ングの機能は、CLI コマンドからのみ使用可能です。管理者は、ルータとの Telnet セッションを

介してこのインターフェイスにアクセスします。

CLI は、インストール担当者、リセラー、サポート担当者、および Cisco IOS コマンド構造とルー

タに精通したその他の担当者を対象とします。これらの担当者にとっては、特にトラブルシュー

ティング、スクリプティング、複数サイトのバルク プロビジョニングを実行する場合に、CLI を
使用してシステムにアクセスする方が GUI を使用するよりも簡単です。

Cisco Unity Express の CLI コマンドの構造は、Cisco IOS の CLI コマンドの構造とよく似ていま

す。ただし、Cisco Unity Express の CLI コマンドは Cisco IOS の構成に影響しません。Cisco 
Unity Express モジュールにログインすると、コマンド環境は Cisco IOS 環境ではなくなります。

Cisco Unity Express でのエラー メッセージには、Cisco IOS 環境でのエラー メッセージと異なる

ものもあります。

GUI および CLI は、IP ネットワーク内の任意の場所にある PC またはサーバからアクセス可能です。

GUI にアクセスするには、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降のバージョンを使用します。Cisco 
Unity Express は、その他のブラウザをサポートしていません。CLI にアクセスするには、ルータに 
Telnet 接続してから、service-module コマンドを使用します。

その他のリファレンス
この項では、Cisco Unity Express に関するリファレンスを示します。
10
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その他のリファレンス
Cisco Unity Express 関連マニュアル

Cisco IOS 関連マニュアル

関連項目 参照先

Cisco Unity Express の管理  • 『Cisco Unity Express 7.0 GUI Administrator Guide』

 • 『Cisco Unity Express 7.0 Command Reference』

 • 『Cisco Unity Express 7.0 Installation and Upgrade Guide』

 • 『Release Notes for Cisco Unity Express 7.0』
Cisco Unity Express ボイスメール スクリプト 『Cisco Unity Express 7.0 Guide to Writing and Editing Scripts』
Cisco Unity Express ボイスメール ユーザ情報 「Cisco Unity Express User Guides」
シスコ モジュール ハードウェアのインストール  • 『AIM Installation Quick Start Guide: Cisco 2600, 3600, and 3700 

Series』

 • 『Replacing Compact Flash Memory on Cisco AIM-CUE Advanced 
Integration Modules』

Cisco Unity Express ソフトウェアの著作権およ

びライセンス

『Cisco Unity Express Software Copyrights and Licenses』

Cisco Unity Express のテクニカル サポート マ
ニュアル

「Cisco Unity Express Troubleshoot and Alerts」

Cisco Unified Communications Manager

（注） Cisco Unity Express 7.0 と互換性のあ

る Cisco Unified Communications 
Manager のバージョンについては、

『Cisco Unity Express Compatibility 
Matrix』を参照してください。

 • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』

 • 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』

 • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services 
Guide』

Cisco Unified CME

（注） Cisco Unity Express 7.0 と互換性のあ

る Cisco Unified CME のバージョンに

ついては、『Cisco Unity Express 
Compatibility Matrix』を参照してくだ

さい。

 • 『Cisco Unified Communications Manager Express System 
Administrator Guide』

 • 『Cisco Unified Communications Manager Express Command 
Reference』

Cisco Unity  • 『Networking in Cisco Unity Guide』
シスコ ハードウェア プラットフォーム  • 『Cisco 2800 Series Hardware Installation』

 • 『Cisco 3800 Series Hardware Installation』

関連項目 参照先

Cisco IOS の設定  • 『Cisco IOS Debug Command Reference, Release 12.4T』

 • 『Cisco IOS Voice Command Reference』
Cisco IOS 音声トラブルシューティング情報 『Cisco IOS Voice Troubleshooting and Monitoring Guide』
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Cisco Unity Express Interactive Voice Response の概要      

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
MIB

RFC

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュメンテーショ

ンには、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も掲載されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Really Simple Syndication（RSS）フィードとして『What's New in Cisco Product Documentation』に登録

し、リーダー アプリケーションを使用して、コンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定し

ます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

MIB MIB リンク

 • CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB

 • CISCO-VOICE-CONNECTIVITY-MIB

 • CISCO-VOICE-APPLICATIONS-OID-MIB

 • CISCO-PROCESS-MIB

 • SNMPv2-MIB

 • IF-MIB

 • IP-MIB

 • SYSAPPL-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能設定

に適した MIB を特定およびダウンロードするには、

http://www.cisco.com/go/mibs の URL にある Cisco MIB Locator 
を使用します。

RFC タイトル

1869 SMTP Service Extensions
1893 Enhanced Mail System Status Codes
2045 Multipurpose Internet Mail Extensions Part One: Format of Internet 

Message Bodies, RFC
2421 Voice Profile for Internet Mail - Version 2
2821 Simple Mail Transfer Protocol
2833 RTP Payloads for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony 

Signals
3261 SIP: Session Initiation Protocol
3501 Internet Message Access Protocol - Version 4rev1
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IVR エンタープライズ データベース サブシス
テムの設定

この章では、Cisco Unity Express IVR データベース プロファイルと統合パラメータの設定方法につい

て説明します。IVR エンタープライズ データベース プロファイルおよび統合 CLI コマンド セットは、

新規データベース プロファイルを追加するか、またはデータベース プロファイルがすでに存在すると

きに既存のデータベース プロファイル パラメータを変更する場合に使用します。

IVR エンタープライズ データベース サブシステム（EDBS）プロファイル設定 CLI コマンドは、

Cisco Unity Express Interactive Voice Response（IVR）外部データベース プロファイルを設定する場

合に使用します。

新規データベース プロファイルの作成

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem edbs dbprofile

3. dbtype {DB2 | MSSQL-MSDE | ORACLE | SYBASE}

4. db-username userid  
および 
db-password password

または、

5. credentials hidden credential-string

6. dbname external-db-name

7. db-hostname hostname

8. db-port port-number

9. maxactive maximum-active-connections

10. parameter name value

11. enabled

12. default {credentials | dbname | dbtype | description | enabled | db-hostname | maxactive | 
parameter | db-password | db-port | db-username}

13. end

14. exit
15
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IVR エンタープライズ データベース サブシステムの設定   

新規データベース プロファイルの作成
15. show ccn subsystem edbs dbprofile

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 config t

例：

se-10-0-0-0# config t

グローバル設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem edbs dbprofile 
dbprofilename

新規データベース プロファイルが追加される

と、次のメッセージがコンソールに表示された

後、データベース プロファイル コマンド モー

ドになります。

Adding new Database profile

If a database profile already exists, the 
following message appears on the console:

Modifying existing Database profile

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs 
dbprofile myDBProfile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)>

新規データベース プロファイルを作成して、EDBS プロファ

イル設定モードを開始します。データベース プロファイルを

削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 3 dbtype {DB2 | MSSQL-MSDE | ORACLE | 
SYBASE}

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# dbtype Oracle

次の必要なデータベース タイプを指定します。

 • DB2：IBM の基本データベース システム

 • MSSQL-MSDE：Microsoft SQL または Microsoft デー

タベース エンジンの基本データベース システム

 • ORACLE：Oracle の基本データベース システム

 • SYBASE：Sybase の基本データベース システム

ステップ 4 db-username userid
および
db-password password

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-username 
james 
se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-password 
dbpasswd

データベースに接続するには、db-username および 
db-password 認証オプションを指定します。指定された

ユーザ名およびパスワード文字列を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ステップ 5 credentials hidden credential-string

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# credentials 
hidden James_dbpasswd

データベースに接続するには、ユーザ名とパスワード認証を

暗号化形式で指定します。

 • 指定された資格文字列を削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。
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IVR エンタープライズ データベース サブシステムの設定

新規データベース プロファイルの作成 
ステップ 6 dbname external-db-name

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# dbname 
atlanta

外部データベース名を指定するには、dbname オプションを

指定します。名前が指定されると、指定された外部データ

ベースに接続されます。この設定を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

（注） 一部のデータベース ドキュメントでは、dbname を
データ ソース名（DSN）と呼んでいます。

ステップ 7 db-hostname {ip-address | hostname}

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-hostname 
myHost

データベース サーバの IP アドレスまたは DNS ホスト名を

指定します。この設定を削除するには、このコマンドの no 
および default 形式を使用します。

（注） 外部データベースに IP アドレスではなく DNS ホス

ト名を使用する場合は、DNS ホスト名を入力する前

に DNS サーバが設定されている必要があります。

ステップ 8 db-port port-number

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# db-port 10

（オプション）データベースのデフォルト ポート番号以外の

ポート番号を指定します。通常、データベースはデフォルト 
ポート番号を使用して開始されますが、デフォルト ポート

番号を別のポート番号に変更しておくことができます。

 • この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

 • デフォルト ポート番号は、基本となるデータベースに

よって異なります。たとえば、MSSQL および MSDE 
のデフォルト ポート番号は 1433 であり、Oracle データ

ベースのデフォルト ポート番号は 1521 です。

ステップ 9 maxactive maximum-active-connections

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# maxactive 8

外部データベースへの同時アクティブ接続の最大数を指定し

ます。

 • 最大数の制限に達した後に接続要求が行われると、接続

障害が発生します。指定できる最大値（デフォルト値）

は通常、IVR セッションのライセンス数の 2 倍です。

 • デフォルト値に許容される同時アクティブ接続の最大数

を設定するには、このコマンドの no および default 形
式を使用します。

 • Cisco Unity Express モジュールの場合、maxactive のデ

フォルト値は、max_ivr_port 値の 2 倍です。

コマンドまたは操作 目的
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IVR エンタープライズ データベース サブシステムの設定   

新規データベース プロファイルの作成
ステップ 10 parameter name value

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# parameter 
*headerchar *continuation

（オプション）JDBC ドライバ固有の名前と値のペアを指定

します。名前と値のペアは、JDBC ドライバの要件と一致す

る必要があります。

 • JDBC ドライバにはそれぞれ、カスタマイズされた異な

るパラメータ セットを指定できます。

 • 複数のドライバ プロパティを設定するには、このコマ

ンドを複数回使用します。

 • この設定を削除するには、このコマンドの no および 
default 形式を使用します。

（注） このコマンドを使用するときは注意してください。こ

の値は、モジュールがデータベースに接続する方法に

影響します。このコマンドを使用する前に、データ

ベース管理者にお問い合せください。特に必要がない

限り、このコマンドは使用しないでください。

ステップ 11 enabled

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# enabled

データベース スクリプトのデータベース ステップを実行す

る際に、外部データベース プロファイルを使用できるよう

にします。

 • データベース プロファイルを無効にするには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

 • プロファイルを有効にするには、このコマンドの 
default 形式を使用します。

コマンドまたは操作 目的
18
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IVR エンタープライズ データベース サブシステムの設定

新規データベース プロファイルの作成 
例

次の例は、show ccn subsystem edbs dbprofile コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn subsystem edbs dbprofile myDBProfile

Name:                       myDBProfile

ステップ 12 default {credentials | dbname | dbtype | 
description | enabled | db-hostname | 
maxactive | parameter | db-password | db-port 
| db-username}

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem edbs 
dbprofile mydbprofile
Adding new Database profile
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
credentials
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
dbname
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
dbtype
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
description cue_hostname
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
enabled
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
db-hostname local
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
maxactive
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
parameter
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
db-password
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
db-port
se-10-0-0-0(config-dbprof)# default 
db-username
se-10-0-0-0(config-dbprof)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

IVR EDBS 値を、Cisco Unity Express IVR データベース プ
ロファイル設定モードのデフォルト値にリセットします。

 • credentials：IVR EDBS データベースには影響しません。

 • dbname：データベース名は設定されません。

 • dbtype：データベース タイプは設定されません。

 • description：データベース プロファイルの説明は指定

されません。

 • enabled：IVR EDBS を有効にします。EDBS を無効に

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

 • db-hostname：外部データベース ホスト名は指定され

ません。

 • maxactive：最大値を、IVR セッションのライセンス数

の 2 倍に設定します。

 • parameter：パラメータの名前と値のペアは設定されま

せん。

 • db-password：IVR EDBS パスワードに空の文字列を設

定します。

 • db-port：特定のポート番号は指定されません。dbtype 
に基づいたデータベースのデフォルト ポート番号を使

用します。

 • db-username：IVR EDBS ユーザ名に空の文字列を設定

します。

ステップ 13 end

例：

se-10-0-0-0(config-dbprof)# end

EDBS データベース プロファイル設定モードを保存して、

終了します。

（注） end コマンドが使用されない場合、変更内容は保存

されません。

ステップ 14 exit

例：

se-10-0-0-0(config)# exit

グローバル設定モードを終了します。

ステップ 15 show ccn subsystem edbs dbprofile 
{profilname | all}

例：

se-10-0-0-0# show ccn subsystem edbs 
dbprofile profilname

EDBS データベース サブシステム パラメータを表示します。

プロファイル名が指定されていない場合、すべてのデータ

ベース プロファイルを表示できます。

コマンドまたは操作 目的
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IVR エンタープライズ データベース サブシステムの設定   

新規データベース プロファイルの作成
Database Type:              Oracle
Database Name:              atlanta
Username:                   james
Password:                   ******
Hostname:                   myHost
Port:                       10
Enable:                     yes
Max active connections:     8
*headerchar                 *continuation
Status:                     Active
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IVR HTTP トリガーの設定

Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー パラメータを設定するには、IVR HTTP ベースのトリガー設

定 CLI コマンドを使用します。

この章では、Cisco Unity Express IVR HTTP トリガー パラメータの設定方法について説明します。

IVR HTTP ベースのトリガーは、URL サフィックス文字列とアプリケーション名で構成されます。こ

れは後で、application コマンドによって URL に追加されます。urlname <suffix> 形式の HTTP 要求

は、設定済みアプリケーションを開始し、その後 HTTP 情報をアプリケーションに受け渡す HTTP サ
ブシステムとなります。HTTP 要求には、アプリケーションにも渡される追加パラメータを組み込むこ

とができます。

アプリケーションを開始する前に、HTTP トリガー サブシステムでは、トリガーとアプリケーション

の最大セッション制限数に達したり超えたりしていないことが確認されます。HTTP トリガーとアプリ

ケーションの最大セッション数は、IVR セッションのライセンス数によって制限されます。サブシス

テムは、許容された数以上の要求を受信すると、制限を超えた要求を拒否して HTTP 503 応答を送信し

ます。サブシステムは HTTP 要求を受信し、要求サフィックスのトリガーが設定されていない場合、

HTTP 404 応答を送信します。

HTTP トリガー アプリケーションの設定

概略手順

1. config t

2. ccn trigger http urlname <suffix>

3. application application-name

4. idletimeout milliseconds

5. locale xx_YY

6. maxsessions maximum-sessions

7. enabled

8. default {application | enabled | idletimeout | locale | maxsessions}

9. end

10. exit

11. show ccn trigger http

12. copy running-config startup-config
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IVR HTTP トリガーの設定  

HTTP トリガー アプリケーションの設定
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 config t

例：

se-10-0-0-0# config t

グローバル設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn trigger http urlname <suffix>

新規 HTTP トリガーが追加されると、次のメッセージがコ

ンソールに表示された後、HTTP トリガー設定モードにな

ります。

Adding new trigger

HTTP トリガーがすでに存在している場合は、次のメッ

セージがコンソールに表示されます。

Modifying existing trigger

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http urlname 
http://localhost:8080
Adding new trigger
se-10-0-0-0(config-trigger)#

トリガー URL を設定して、HTTP トリガー設定

モードを開始します。HTTP トリガー名は、ス

ペースおよび特殊文字を使用しない、文字列変数

にする必要があります。

 • 設定済み HTTP トリガーを削除するには、こ

のコマンドの no または default 形式を使用

します。

ステップ 3 application application-name

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# application 
myhttpapplication

HTTP トリガーが入力されたときに開始するアプ

リケーション名を指定します。

 • このコマンドの no および default 形式は無

効です。

ステップ 4 idletimeout milliseconds

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# idletimeout 15000

アイドル タイムアウトは、HTTP 要求を廃棄する

までにサブシステムが待機する時間を指定しま

す。このコマンドの no 形式は無効です。アイド

ル タイムアウト値を 10000 に設定するには、こ

のコマンドの default 形式を使用します。

ステップ 5 locale xx_YY

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# locale en_US

HTTP ベースのトリガー アプリケーションがアク

ティブになったときに、発信者が聞くプロンプト

に使用する言語を指定します。ロケール値にシス

テム デフォルトを設定するには、このコマンド

の no および default 形式を使用します。

ステップ 6 maxsessions maximum-sessions

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 8

許容される着信 HTTP 要求の同時セッションの最

大数を指定します。指定できる最大値は、IVR 
セッションのライセンス数によって制限されます。

 • 同時 HTTP 要求数の最大値を 0 に設定するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

 • 同時 HTTP 要求数の最大値を IVR セッショ

ンのライセンス数に設定するには、このコマ

ンドの default 形式を使用します。
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IVR HTTP トリガーの設定

HTTP トリガー アプリケーションの設定  
例

show ccn trigger all コマンドは、さまざまなタイプのトリガー設定を表示します。

se-10-0-0-0# show ccn trigger ?
se-10-0-0-0# show ccn trigger {jtapi | sip | http | all}

HTTP トリガー タイプの場合は、次の出力結果が表示されます。

se-10-0-0-0# show ccn trigger http

Name:                         myhttpapp
Type:                         HTTP
Application:                  myhttpapplication

ステップ 7 enabled

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled

着信 HTTP ベース トリガー要求の処理を有効に

します。

ステップ 8 default {application | enabled | idletimeout | locale 
| maxsessions}

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger http
se-10-0-0-0(config-trigger)# default application
se-10-0-0-0(config-trigger)# default enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# default idletimeout
se-10-0-0-0(config-trigger)# default locale 
systemDefault
se-10-0-0-0(config-trigger)# default maxsessions
se-10-0-0-0(config-trigger)#end
se-10-0-0-0(config)# exit

IVR HTTP トリガー値を、Cisco Unity Express 
IVR トリガー HTTP 設定モードのデフォルト値

にリセットします。

 • application：アプリケーションには影響し

ません。

 • enabled：HTTP ベース トリガー要求を有効

にします。HTTP トリガー要求を無効にする

には、このコマンドの no 形式を使用します。

 • idletimeout：アイドル タイムアウトを 
10,000 秒に設定します。

 • locale：ロケールに systemDefault を設定し

ます。

 • maxsessions：セッションの最大数をポート ラ
イセンス数に設定します。数を 0 に設定する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 9 end

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# end

HTTP トリガー設定モードを保存して終了します。

ステップ 10 exit

例：

se-10-0-0-0(config)# exit

グローバル設定モードを終了します。

ステップ 11 show ccn trigger http

例：

se-10-0-0-0# show ccn trigger http

指定された HTTP トリガー サブシステム設定の

詳細を表示します。

ステップ 12 copy running-config startup-config

例：

se-10-0-0-0# copy running-config startup-config

現在実行中の設定を、スタートアップ コンフィ

ギュレーションとしてコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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IVR HTTP トリガーの設定  

HTTP トリガー アプリケーションの設定
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

トリガー タイプ（JTAPI、SIP、または HTTP）が指定されていないか、または all コマンド オプショ

ンが選択されている場合は、すべてのトリガーの詳細が表示されます。

se-10-0-0-0# show ccn trigger all

Name:                         6800
Type:                         SIP
Application:                  ouraa
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

Name:                         6800
Type:                         JTAPI
Application:                  ouraa
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

Name:                         myhttpapp
Type:                         HTTP
Application:                  myhttpapplication
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
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IVR ドキュメント処理パラメータの設定

EXEC モードで実行される Cisco Unity Express IVR ドキュメント処理を設定するには、IVR ドキュメ

ント処理設定 CLI コマンドを使用します。

この章では、Cisco Unity Express IVR ドキュメント処理パラメータの設定方法について説明します。

次の各項で、IVR CLI 機能を使用した、Cisco Unity Express システムとの間のドキュメントのコピー

手順、およびドキュメントの削除手順を説明します。

 • 「URL ロケーションから Cisco Unity Express IVR システムへのドキュメントのコピー」（P.26）

 • 「Cisco Unity Express IVR システムから URL ロケーションへのドキュメントのコピー」（P.28）

 • 「既存の IVR ドキュメントの削除」（P.29）

Cisco Unity Express IVR ドキュメント処理機能により、各種ドキュメントをアップロードして、電子

メールおよび電子メール添付ファイルで使用したり、ファックスを送信したりすることができるように

なります（「IVR ファックス サブシステムの設定」（P.31）を参照）。また、URL との間のドキュメン

トのコピー、既存ドキュメントの削除、および HTTP 要求でトリガーされたアプリケーション内から

の HTTP ベース応答でのドキュメントの使用をサポートします。

TIFF（Tagged Image File Format）イメージおよび汎用ドキュメントをサポートします。ファックスの

送信または電子メール添付ファイルの送信用に RFC 2306 で定義されている TIFF-F Profile に準拠した 
TIFF イメージを使用できます。汎用ドキュメントには、次のものがあります。

 •  .jpg、 .bmp、および .gif などのファイル拡張子が付いたイメージ ファイル

 • .ps および .pdf などのドキュメント ファイル

 • その他の多くのファイル拡張子

テンプレートは特殊なテキスト ドキュメントであり、キーワードの代わりにテキストを使用して、電

子メールおよびファックスの動的コンテンツの作成についての通知を発信者に送信するために作成され

ます。

また Cisco Unity Express IVR CLI を使用すると、HTTP/FTP サーバからドキュメントまたはテンプ

レートを動的にダウンロードできます。ダウンロードされたドキュメントは、アプリケーション スク

リプトの実行中に一時的に保存されます。これは、実行するスクリプト内部で電子メールまたはファッ

クスの発信者通知用のコンテンツを作成する場合に使用します（『Cisco Unity Express 7.0 Guide to 
Writing and Editing Scripts』を参照）。テンプレート キーワードを別のテキストで置換するように変更

できます。
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IVR ドキュメント処理パラメータの設定 

URL ロケーションから Cisco Unity Express IVR システムへのドキュメントのコピー
URL ロケーションから Cisco Unity Express IVR システム
へのドキュメントのコピー

特定の URL から Cisco Unity Express IVR システムにドキュメントをコピーするには、ccn copy url 
コマンドを使用します。

次に、Cisco Unity Express IVR EXEC モードでの ccn copy url コマンドの完全な構文を示します。

ccn copy url url document {tiff | template | generic} docname [language xx_YY] [username 
userid [password password]]

ドキュメント タイプが tiff の場合、コピー対象のドキュメントには .tif または .tiff ファイル拡張子が必

要です。ドキュメントはチェックされて、適切にフォーマット設定された TIFF イメージであることが

確認されます。

（注） 汎用およびテンプレート ドキュメント タイプの場合、ファイル拡張子の妥当性検証は行われません。

コマンド内に言語を指定すると、ドキュメントは指定された言語の保管場所にコピーされます。言語を

指定しないか、その言語が使用可能でない場合、ドキュメントはシステム デフォルトの言語の保管場

所にコピーされます。URLへのアクセスにユーザ名とパスワードが必要な場合は（FTP URL の場合は

通常必要）、コマンド構文内にユーザ名とパスワードを指定します。

指定されたタイプで、指定された名前のドキュメントがシステムにすでに存在すると、既存ドキュメン

トへの上書きを許可する入力を要求されます。

このコマンドが完了しない場合、次のいずれかを示すエラー メッセージが表示されます。

 • 認証に失敗した

 • ドキュメント タイプは tiff であるが、URL 内のファイル拡張子が  .tif または .tiff でない

 • ファイルが正しくフォーマット設定された tiff イメージでない

 • URL に指定されたファイルが存在しない

 • ファイル サイズが、指定されたドキュメント タイプの最大サイズを超えている

 • URL に指定されたホスト名または IP アドレスに接続できないか、到達できない

 • 指定されたタイプのドキュメントの最大数が制限に達している

 • ネットワーク接続に関連した問題が存在する

 • URL でホスト名を指定しているが、DNS サーバが設定されていない

ヒント TIFF ファイルが適切にフォーマット設定されていないと考えられる場合は、他の方法を使用して有効

な TIFF イメージを作成します。次のTIFF 変換方法では、適切にフォーマット設定された TIFF ファイ

ルを正常に作成できることが証明されています。

TIFF 変換方法

1. http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ にナビゲートします。

2. Ghostscript と GSview をダウンロードしてインストールします。

3. 変換対象のファイルに応じて、次の作業を行います。

a. 汎用 TIFF イメージ ファイルの場合は、Microsoft Windows の編集アプリケーション（ワード

パッドやメモ帳など）を使用してファイルを開き、Print to file 機能を使用して .prn PostScript 
ファイルに変換します。
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IVR ドキュメント処理パラメータの設定

URL ロケーションから Cisco Unity Express IVR システムへのドキュメントのコピー      
b. Web ページまたは他の Microsoft Windows アプリケーションの場合は、Print to file 機能を使

用して .prn PostScript ファイルに変換します。

c. PDF ファイルの場合は、直接ステップ 4 に進みます。

（注） 可能な場合は常に、PDF ファイルを TIFF ファイルに変換することをお勧めします。

PDF ファイルを TIFF ファイルに変換すると、.prn ファイルを TIFF ファイルに変換す

る場合よりも品質の高いイメージが得られます。

4. GSview を使用して PDF または .prn ファイルを開きます。

5. GSview の [file] > [convert] 機能を使用して、tiffg3 を選択します。

概略手順

1. ccn copy url url document {tiff | template | generic} docname [language xx_YY] [username userid 
[password password]

2. show ccn document

詳細手順

例

次の例は、show ccn document コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn document template language en_US

Name:                 document.txt
Language:             en_US
Last Modified Date:   Thu Dec 08 15:18:22 EST 2007
Length in Bytes:      1200

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 ccn copy url url document {tiff | template | 
generic} docname [language xx_YY] [username 
userid [password password]

例：

se-10-0-0-0# ccn copy url 
http://www.mywebsite.org/document.txt document 
template document.txt language en_US username 
james password psswd

URL、ドキュメント タイプ、ドキュメント名、言
語、および認証ユーザ名とパスワード（必要な場合）
を指定します。

ステップ 2 show ccn document {tiff | template | generic | 
all} [language xx_YY]

例：

se-10-0-0-0# show ccn document all

コピー ドキュメント タイプ設定パラメータを表示し
ます。

 • 指定されたタイプのドキュメントを表示できま
す。ドキュメント タイプとして all コマンドを
選択すると、すべてのドキュメントを表示でき
ます。

 • language コマンド オプションは、特定の言語の
ドキュメントのみを含めるために使用します。
省略すると、すべてのドキュメント ファイルを
表示できます。
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Cisco Unity Express IVR システムから URL ロケーションへのドキュメントのコピー
Cisco Unity Express IVR システムから URL ロケーション
へのドキュメントのコピー

システムから指定された URL にドキュメントをコピーするには、ccn copy document コマンドを使用

します。

次に、Cisco Unity Express IVR EXEC モードでの ccn copy document コマンドの完全な構文を示します。

ccn copy document {tiff | template | generic} docname url url [language xx_YY] [username 
userid [password password]

コマンド内に言語を指定すると、指定された言語で作成されたドキュメントがコピーされます。言語を

指定しないか、その言語が使用可能でない場合、デフォルトの言語で作成されたドキュメントがコピー

されます。URL へのアクセスにユーザ名とパスワードが必要な場合は、コマンド構文内にユーザ名と

パスワードを指定できます。

指定されたタイプで、指定された名前のドキュメントが URL にすでに存在すると、既存ドキュメント

への上書きを許可する入力を要求されます。

コマンドが完了できない場合は、次のいずれかのエラー条件が存在する可能性があり、対応するエラー 
メッセージが生成されます。

 • 指定された言語またはデフォルト言語の、ドキュメント名（docname）で指定されたドキュメント

が存在しない

 • 指定された URL が存在しないか、または接続できない

 • 認証に失敗した

概略手順

1. ccn copy document {tiff | template | generic} docname url url [language xx_YY] [username userid 
[password password]

2. show ccn document

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 ccn copy document {tiff | template | generic} 
docname url url [language xx_YY] [username userid 
[password password]

例：

se-10-0-0-0# ccn copy document template 
document.txt url 
http://www.mywebsite.org/document.txt language 
en_US username james password psswd

ドキュメント タイプ、ドキュメント名、URL、言

語、および認証ユーザ名とパスワード（必要な場合）

を指定します。
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IVR ドキュメント処理パラメータの設定

既存の IVR ドキュメントの削除  
例

次の例は、言語に米国英語を指定した show ccn document コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn document template language en_US

Name:                 document.txt
Language:             en_US
Last Modified Date:   Thu Dec 08 15:18:22 EST 2005
Length in Bytes:      1200

既存の IVR ドキュメントの削除
既存の IVR ドキュメントをシステムから削除するには、ccn delete document コマンドを使用します。

次に、Cisco Unity Express IVR EXEC モードでの ccn delete document コマンドの完全な構文を示し

ます。

ccn delete document {tiff | template | generic} docname [language xx_YY]

コマンド構文の言語オプションを指定すると、削除するドキュメントを詳細に特定できます。言語を指

定しない場合、デフォルトの言語で作成されたドキュメントが削除されます。削除の確認メッセージ

で、ドキュメントの削除の許可を求められます。

指定されたタイプで、指定された名前のドキュメントが存在しない場合、エラー メッセージが生成さ

れ、削除操作は中断します。

概略手順

1. ccn delete document {tiff | template | generic} docname [language xx_YY]  

2. show ccn document

ステップ 2 show ccn document {tiff | template | generic | 
all} [language xx_YY]

例：

se-10-0-0-0# show ccn document all

コピー ドキュメント タイプ設定パラメータを表示し

ます。

 • 指定されたタイプのドキュメントを表示できま

す。ドキュメント タイプとして all コマンドを

選択すると、すべてのドキュメントを表示でき

ます。

 • show の選択を絞り込んで、指定された言語のド

キュメントのみを含むようにするには、

language コマンド オプションを使用します。省

略すると、すべてのドキュメント ファイルを表

示できます。

コマンドまたは操作 目的
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既存の IVR ドキュメントの削除
詳細手順

例

次の例は、言語に米国英語を指定した show ccn document コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn document template language en_US

Name:                 document.txt
Language:             en_US
Last Modified Date:   Thu Dec 08 15:18:22 EST 2005
Length in Bytes:      1200

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 ccn delete document {tiff | template | generic} 
docname [language xx_YY]

se-10-0-0-0# ccn delete document.txt template 
document.txt language en_US

ドキュメント タイプ、ドキュメント名、および言語で

識別された、削除対象のドキュメントを指定します。

ステップ 2 show ccn document {tiff | template | generic | 
all} [language xx_YY]

例：

se-10-0-0-0# show ccn document all

ドキュメント タイプを表示します。

 • ドキュメントの削除後に、コマンドの出力結果

で、指定したドキュメントが削除されているこ

とを確認します。
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IVR ファックス サブシステムの設定

この章では、Cisco Unity Express IVR ファックス サブシステム パラメータの設定方法について説明し

ます。次の各項で、IVR ファックス パラメータを設定する手順を説明します。

 • 「ファックス SMTP DNS ホスト名または IP アドレスの設定」（P.31）

 • 「ファックスの default-from アドレスの設定」（P.33）

Cisco Unity Express IVR ファックス サブシステムは、電子メール コンポーネントを使用して電子メー

ルまたは電子メール添付ファイルを生成します。ファックスは、設定可能なファックス SMTP サーバ

に送信されます。ファックス SMTP サーバ設定は、発信電子メールの送信に使用する SMTP サーバ設

定とは異なります（「IVR 発信電子メール サブシステム通知の設定」（P.35）を参照）。発信ファックス

は、特別な形式の電子メール アドレスを使用して生成されます。

ファックス サブシステムでは、電子メール通知を生成して、ファックス メッセージのディスポジショ

ンを記述できます。このオプションが有効な場合は、正常な状態でも正常でない状態でも、電子メール

が生成されて、from フィールドにリストされたアドレスに電子メールが送信されます。

ファックス サブシステムは、発信ファックス要求のキューを保持します。エディタ ステップからファッ

クスを送信するスクリプトからの要求では、要求がキューに挿入され、ルータからの応答を待たずに戻

ります（『Cisco Unity Express 7.0 Guide to Writing and Editing Scripts』を参照）。ファックスが完全に送

信されるまで、SMTP 応答は返されません。これには、10 分かかることがあります。SMTP サーバから

の応答で、ファックスが正常に送信されたことが示されている場合、要求がキューから削除されます。

この応答にファックスの送信で障害があったことが示されている場合、10 分後にファックスの送信が再

試行されます。3 回再試行しても成功しない場合、ファックス要求は失敗とマークされます。

キューはデータベースに保持されるので、システムをリブートしても残ります。ドキュメントまたは 
TIFF 添付ファイルを使用してファックスが生成されると、ドキュメントに対するポインタがデータ

ベースに保存されます。テキスト置換テンプレート ファイルを使用してファックスが生成されると、

ファイルは一時ディレクトリに保存されて、データベースに保存されます。

ファックス SMTP DNS ホスト名または IP アドレスの設定
スクリプトを実行する際にファックス ステップでファックス SMTP サーバを設定するには、fax 
gateway outbound address コマンドを使用します（『Cisco Unity Express 7.0 Guide to Writing and 
Editing Scripts』を参照）。発信アドレスは、Cisco IOS ゲートウェイでのファックス SMTP サーバの

アドレスです。このゲートウェイでファックス コールが生成されます。DNS サーバが設定されていな

くて DNS ホスト名を入力すると、エラー メッセージが表示されます。

ファックス SMTP サーバ設定を削除するには、このコマンドの no および default 形式を使用します。
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IVR ファックス サブシステムの設定  

ファックス SMTP DNS ホスト名または IP アドレスの設定
概略手順

1. config t

2. fax gateway outbound address {hostname | ip-address}

3. smtp server address {hostname | ip-address} {none | credentials credential-string | username 
userid password password}

4. end

5. exit

6. show ccn subsystem fax

詳細手順

例

次の例は、show fax configuration コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0> show fax configuration 
Inbound Fax Gateway:                    
Outbound Fax Gateway:                   10.0.0.1
Fax Printing Number: 

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 config t

例：

se-10-0-0-0# config t

グローバル設定モードを開始します。

ステップ 2 fax gateway outbound address {hostname | 
ip-address}

例：

se-10-0-0-0(config)# fax gateway outbound 
address 10.0.0.1

ファックス ゲートウェイ発信アドレス DNS ホスト

名または IP アドレスを指定します。

ステップ 3 smtp server address {hostname | ip-address} {none 
| credentials credential-string | username 
userid password password}

例：

se-10-0-0-0(config)# smtp server address 
172.16.0.0 credentials abcdefg

SMTP サーバの DNS ホスト名または IP アドレスと

認証を指定します。このステップは、ディスポジ

ション ノーティフィケーション電子メールの生成の

ために必須です。

ステップ 4 exit

例：

se-10-0-0-0(config)# exit

グローバル設定モードを終了します。

ステップ 5 show fax configuration

例：

se-10-0-0-0# show fax configuration

ファックス設定パラメータを表示します。
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IVR ファックス サブシステムの設定

ファックスの default-from アドレスの設定  
ファックスの default-from アドレスの設定
ファックス アプリケーションの default-from 電子メール アドレスを設定するには、default-from fax 
コマンドを使用します。

default-from アドレスは、発信電子メールの From フィールドで受信者に表示されるアドレスで、配信

できない場合、電子メールはこのアドレスに返されます。メッセージは Cisco Unity Express サーバお

よび電子メール ドメインから送信されますが、これを name@domain.com のように設定できます。

default-from アドレスは、選択した電子メール アドレス用にカスタマイズできます。つまり、電子メー

ルをユーザのドメイン上にある特定のアドレスから発信されたようにできます。

電子メール配信物を受信できる有効な電子メール アドレスの文字列を入力します。このアドレスは、

配信障害の通知を受信できる必要もあります。スクリプト内の Send Fax ステップでは、このアドレス

を使用して通知を配信するようにアプリケーションに指示されます（『Cisco Unity Express 7.0 Guide to 
Writing and Editing Scripts』を参照）。

Send Fax ステップで Use Default オプションがオンにされ、default-from アドレスが設定されない場合

は、Cisco Unity Express で user@localhost.com がアドレスとして使用されます。

この設定を削除するには、このコマンドの no および default 形式を使用します。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem fax

3. default-from email-address-string

4. default

5. end

6. exit

7. show ccn subsystem fax

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 config t

例：

se-10-0-0-0# config t

グローバル設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem fax

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem fax
se-10-0-0-0(config-fax)#

ファックス設定モードを開始します。

ステップ 3 default-from email-address-string

例：

se-10-0-0-0(config-fax)# default-from 
name@domain.com

default-from 電子メール アドレスを指定します。
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IVR ファックス サブシステムの設定  

ファックスの default-from アドレスの設定
例

次の例は、show fax configuration コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0> show fax configuration 
Inbound Fax Gateway:                    
Outbound Fax Gateway:                   10.0.0.1
Fax Printing Number:

次の例は、show ccn subsystem fax コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0> show ccn subsystem fax 
FAX Default From Address:               man2821-cue@cisco.com

ファックスは常にキュー モードで送信されます。次の例は、show ccn subsystem fax outbound queue
コマンドの出力結果を示しています。発信キュー内にファックスが存在しない場合は、システムから

「No jobs in queue」という応答が返されます。

se-10-0-0-0> show ccn subsystem fax outbound queue
============================================================================
Fax ID    Recipient      Subject                         Retry     Scheduled
                                                         Count     Send Time
============================================================================
15        9784551212     subject of Fax - max 30 char    1         2007/05/30 10:52:00

ステップ 4 default

例：

se-10-0-0-0(config-fax)# default default-from 
name@domain.com

IVR ファックス サブシステムの default-from 電子

メール アドレスを削除します。

ステップ 5 end

例：

se-10-0-0-0(config-fax)# end

ファックス設定モードを保存して終了します。

ステップ 6 exit

例：

se-10-0-0-0(config)# exit

グローバル設定モードを終了します。

ステップ 7 show fax configuration
または
show ccn subsystem fax 
または
show ccn subsystem fax outbound queue

例：

se-10-0-0-0# show fax configuration
または
se-10-0-0-0# show ccn subsystem fax
または
se-10-0-0-0# show ccn subsystem fax outbound 
queue

ファックス設定パラメータ、ファックス 
default-from アドレス、またはキューに入れられた

発信ファックス メッセージを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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IVR 発信電子メール サブシステム通知の設定

Cisco Unity Express IVR 発信電子メール通知を設定するには、IVR 電子メール設定 CLI コマンドを使

用します。

この章では、Cisco Unity Express IVR 発信電子メール通知を設定する方法について説明します。次の

各項で、IVR 電子メール パラメータを設定する手順を説明します。

 • 「SMTP サーバの設定」（P.35）

 • 「電子メールの default-from アドレスの設定」（P.36）

Cisco Unity Express から送信された電子メールは、設定可能な SMTP サーバに転送されます。スクリ

プトを実行すると、発信電子メール通知ステップで、次の操作を行うことができます。

 • 電子メール メッセージの作成

 • 発信電子メール メッセージへのファイルの添付

 • Cisco Unity Express スクリプトからの電子メール メッセージの送信

SMTP サーバの設定
認証が必要な場合は、選択した認証方法に応じて、次のいずれかのコマンドを使用して電子メール 
SMTP サーバを設定します（『Cisco Unity Express 7.0 Command Reference』を参照）。

SMTP サーバ認証が不要な電子メール SMTP サーバ設定の場合は、次のように入力します。

se-10-0-0-0(config)# smtp server address {hostname | ip-address} authentication none

ユーザ ID またはパスワードを使用した SMTP サーバの認証が必要な電子メール SMTP サーバ設定の

場合は、次のように入力します。

se-10-0-0-0(config)# smtp server address {hostname | ip-address} authentication username 
userid password password

資格文字列を使用した SMTP サーバの認証が必要な電子メール SMTP サーバ設定の場合は、次のよう

に入力します。

se-10-0-0-0(config)# smtp server address {hostname | ip-address} authentication 
credentials credential-string

電子メールはドキュメント スクリプトの EmailMessageSent ステップを使用して、テンプレート ド
キュメントのロード、テンプレート内のテキストの置換、および添付ファイルのロードを行います

（『Cisco Unity Express 7.0 Guide to Writing and Editing Scripts』を参照）。テンプレートは、スクリプ

ト エディタの CreateFileDocument ステップで、ドキュメントを作成するためにアクセスされます。ド

キュメントはその後、Text Substitution for Keywordsステップで、キーワードを動的パラメータで置換

するために使用できます。Create eMailステップで、ドキュメントが電子メールの本文に挿入されま
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IVR 発信電子メール サブシステム通知の設定  

電子メールの default-from アドレスの設定
す。Attach to eMailステップで、ドキュメントが電子メール添付ファイルとして送信されます。最大 5 
つの添付ファイルを電子メールに追加できます。Send eMailステップで、プロパティ フィールドを使

用して宛先および送信元アドレスを設定し、電子メールを SMTP サーバに送信して配信します。

Outbound eMail Notificationステップで、電子メール サブシステムを使用して電子メール メッセージ

を送信します。電子メール サブシステムは、非同期および同期の両方の電子メール送信をサポートし

ます。

電子メールの default-from アドレスの設定
電子メール アプリケーションの default-from アドレスを設定するには、default-from e-mail コマンド

を使用します。

default-from アドレスは、発信電子メールの From フィールドで受信者に表示されるアドレスで、配信

できない場合、電子メールはこのアドレスに返されます。メッセージは Cisco Unity Express サーバお

よび電子メール ドメインから送信されますが、これを name@domain.com のように設定できます。

default-from アドレスは、選択した電子メール アドレス用にカスタマイズできます。つまり、電子メー

ルをユーザのドメイン上にある特定のアドレスから発信されたようにできます。

電子メール配信物を受信できる有効な電子メール アドレスの文字列を入力します。このアドレスは、

配信障害の通知を受信できる必要もあります。

この設定を削除するには、このコマンドの no および default 形式を使用します。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem email

3. default-from email-address-string

4. default

5. end

6. exit

7. show ccn subsystem email

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 config t

例：

se-10-0-0-0# config t

グローバル設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem email

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem email
se-10-0-0-0(config-email)#

電子メール設定モードを開始します。
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IVR 発信電子メール サブシステム通知の設定

電子メールの default-from アドレスの設定  
例

次の例は、show ccn subsystem email コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn subsystem email

Default From Address :                     customer25@abccompany.com

Cisco Unity Express システムから電子メールを生成する場合、電子メールは同期して送信するか、ま

たはキュー モードで送信することができます。次の例は、電子メールがキュー モードで送信される場

合の show ccn subsystem email queue コマンドの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn subsystem email queue
==============================================================================
Email ID       Recipient             Subject                         Scheduled
                                                                     Send Time 
==============================================================================
1196220172243  max20char@cisco.com   subject of Email - max 30 char  2007/05/30 10:52:00

ステップ 3 default-from email-address-string

例：

se-10-0-0-0(config-email)# default-from 
customer25@abccomany.com

default-from 電子メール アドレスを指定します。

ステップ 4 default

例：

se-10-0-0-0(config-email)# default default-from 
customer25@abccomany.com

IVR 電子メール サブシステムの default-from 電子

メール アドレスを削除します。

ステップ 5 end

例：

se-10-0-0-0(config-email)# end

電子メール設定モードを保存して終了します。

ステップ 6 exit

例：

se-10-0-0-0(config)# exit

グローバル設定モードを終了します。

ステップ 7 show ccn subsystem email
または
show ccn subsystem email queue

例：

se-10-0-0-0# show ccn subsystem email
または
se-10-0-0-0# show ccn subsystem email queue

電子メールの default-from アドレスが表示されるか、

または電子メールがキューに入っている場合は、

キューに入っている電子メール メッセージのアドレ

スが表示されます。

コマンドまたは操作 目的
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IVR 発信電子メール サブシステム通知の設定  

電子メールの default-from アドレスの設定
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IVR Web アプリケーションの展開

Cisco Unity Express Interactive Voice Response（IVR）機能によって、ユーザは VoiceXML スクリプ

トを展開することができます。このスクリプトは、IVR アプリケーションと JSP および Java ファイル

の静的コンテンツを表し、IVR アプリケーションの動的コンテンツを生成します。IVR アプリケー

ションは Web Archive（WAR; Web アーカイブ）ファイル形式を使用してパッケージ化されています。

これには、VoiceXML、JSP および Java ファイルのコンパイル バージョンと、そのプロパティおよび

設定ファイルが含まれています。

Cisco Unity Express IVR Web アプリケーションを展開して管理するには、作成した Web アプリケー

ションに関連付けられた IVR CLI コマンドを使用します。次の各項で、WAR ファイルで表される 
Web アプリケーションを Cisco Unity Express モジュールに展開する方法について説明します。

 • 「IVR Web アプリケーションを展開する前に」（P.39）

 • 「Web アプリケーションの定義」（P.39）

 • 「トリガーの設定」（P.40）

 • 「Web アプリケーションの展開」（P.40）

IVR Web アプリケーションを展開する前に
Web アプリケーションを展開する前に、次のコマンドを使用してプロンプトを Cisco Unity Express シ
ステムにロードしておく必要があります（「URL ロケーションから Cisco Unity Express IVR システム

へのドキュメントのコピー」の手順（P.26）を参照）。

ccn copy url xxx://xxx/xxx.wav prompt xxx.wav language xx_YY

最初に、Web アプリケーションで使用されるデータベースを設定する必要があります（「IVR エンター

プライズ データベース サブシステムの設定」（P.15）を参照）。また、アプリケーションで使用する

ファックス（「IVR ファックス サブシステムの設定」（P.31）を参照）または電子メール（「IVR 発信電

子メール サブシステム通知の設定」（P.35）を参照）リソースも設定する必要があります。WAR ファイ

ルは、FTP、SFTP、または TFTP を使用してアクセス可能なディレクトリに存在する必要があります。

Web アプリケーションの定義
webapp deploy コマンドを実行して Web アプリケーションを展開および起動し、show webapp コマ

ンドを実行してアプリケーションが正しく起動したことを確認した後、その他の Cisco Unity Express 
環境に Web アプリケーションを定義するためにアプリケーション定義を設定する必要があります。こ

の定義は Cisco Unity Express 設定モードで行われます。次にそのコマンド例を示します。

ccn application app-name ivr
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IVR Web アプリケーションの展開  

トリガーの設定
  description "description"
  enabled
  script "webapp.aef"
  parameter "startPage" "relative/path/to/webapp/start/page.vxml"
  parameter "appName" "<webappname>"
  end application

表示の意味は次のとおりです。

 • app name は、Cisco Unity Express が認識するアプリケーションの名前です。通常は、webapp 
deploy コマンド実行時にアプリケーションに指定された名前になりますが、必ずしも、この名前

を使用する必要はありません。

 • description は、Web アプリケーションの記述に使用されるテキストです。

 • relative/path/to/webapp/start/page.vxml は、WAR ファイル内のその他のファイルに関するアプリ

ケーションの先頭ページへのパス名（ファイルおよび拡張子を含む）です。たとえば、WAR ファ

イルに vxml/start.vxml ファイルが含まれていて、ここに Web アプリケーションの起動ロジックが

含まれている場合、文字列 vxml/start.vxml がこのアプリケーションの startPage パラメータとして

設定されます。

 • webappname は、webapp deploy コマンド実行時にアプリケーションに指定される名前です。

（注） これは、次に示す標準の ccn application 定義です。

 • Interactive Voice Response アプリケーションを定義するには ivr キーワードが必要です。

 • webapp.aef スクリプトは、Web アプリケーションへの接続に使用されます。

 • webapp.aef スクリプトは、startPage と webappname パラメータを使用して、目的の Web アプリ

ケーションを特定し、その Web アプリケーション内の目的の開始ページを使用します。

トリガーの設定
Web アプリケーションを定義した後、1 つまたは複数のトリガーを定義してアプリケーションの操作を

トリガーできます。トリガーは次の形式にする必要があります。

ccn trigger protocol phonenumber number
  application appname
  enabled
  end trigger

表示の意味は次のとおりです。

 • protocol は、着信イベント トリガーが使用するプロトコルで、通常は SIP または JTAPI です

（HTTP トリガーを定義する場合は、「IVR HTTP トリガーの設定」（P.21）を参照してください）。

 • number は、このトリガーを起動するためにダイヤルされる電話番号です。

 • appname は、Cisco Unity Express Web アプリケーションの名前です。

Web アプリケーションの展開
webapp deploy コマンドは、WAR ファイルを Cisco Unity Express システムにアップロードして起動

する場合に使用します。
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IVR Web アプリケーションの展開

Web アプリケーションの展開 
webapp コマンドで、指定された Web アプリケーションを Cisco Unity Express IVR システムに展開し

て管理します。次に、Cisco Unity Express IVR EXEC モードでの webapp コマンドの完全な構文を示

します。

webapp {delete webappname name | deploy url war-url webappname name [allow-network-connect 
| username userid [password password [allow-network-connect]]] | reload webappname name | 
start webappname name | stop webappname name}

概略手順

1. webapp deploy url war-url webappname name [allow-network-connect | username userid 
[password password [allow-network-connect]]]

2. webapp start webappname name

3. webapp stop webappname name

4. webapp reload webappname name

5. webapp delete webappname name

6. show webapp
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Web アプリケーションの展開
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 webapp deploy url war-url webappname name 
[allow-network-connect | username userid 
[password password [allow-network-connect]]]

例：

se-10-0-0-0# webapp deploy url 
ftp://10.0.0.1/hr.war webappname myapp username 
tbdonald password ******* allow-network-connect

次の情報を使用して Web アプリケーションをインス

トールし、起動します。

 • アプリケーションの名前（たとえば、myapp）。

この名前は、8 文字未満の長さで、次の項目の

生成に使用されます。

 – アプリケーション ファイルをホストする、

Web アプリケーション サブディレクトリの

名前

 – この Web アプリケーションにアクセスする

ために、着信 URL と照合される URL パス

 • アップロードされる WAR ファイルの URL

この情報に基づいて、コマンドで WAR ファイルが

アップロードされ、展開されます。

次のいずれかのエラーが検出されると、対応するエ

ラー メッセージが表示されます。

 • webappname name がすでに存在する

 • Web アーカイブの war-url が存在しない

 • webappname name から例外が生成された 

 • webappname name が大きすぎる

 • 展開された webapp の数が多すぎる

WAR ファイルに、許容されないコンテンツが含まれ

ていると、次の警告が表示されます。

Web archive war-url contains unexpected file 
filename which will be ignored

ステップ 2 webapp start webappname name

例：

se-10-0-0-0# webapp start url 
ftp://10.0.0.1/hr.war webappname myapp

webapp stop コマンドを使用して指定された Web ア
プリケーションが停止された後、そのアプリケー

ションを起動します。

次のいずれかのエラーが検出されると、対応するエ

ラー メッセージが表示されます。

 • webappname name はすでに起動されている

 • webappname name が存在しない

 • webappname name から例外が生成された

ステップ 3 webapp stop webappname name

例：

se-10-0-0-0# webapp stop url 
ftp://10.0.0.1/hr.war webappname myapp

指定された Web アプリケーションを停止します。

次のいずれかのエラーが検出されると、対応するエ

ラー メッセージが表示されます。

 • webappname name はすでに停止している

 • webappname name が存在しない

 • webappname name から例外が生成された
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Web アプリケーションの展開 
例

webapp deploy コマンドを実行して、Web アプリケーションを展開して起動した後、show webapp 
EXEC コマンドを使用してアプリケーションが正しく起動していることを確認します。特定の Web ア
プリケーションのステータスを表示するには、その Web アプリケーションの名前を show コマンドに

指定する必要があります。show webapp コマンドは、アプリケーションを監視する場合に使用します。

次の show webapp コマンドの出力結果は、すべての Web アプリケーションに関する出力例です。

se-10-0-0-0# show webapp
Webapp      Status  #Sessions
Webapp1     running         2
Webapp2     stopped         0

出力結果には、名前、ステータス（running または stopped）、および接続されている Web アプリケー

ションのセッション数が表示されます。

アプリケーション トリガー参照に一致する最初の呼び出しを受信するまで、Web アプリケーションの

ステータスは、最初に展開されるときには running で、セッション数は 0 と表示されます。初期展開

後、セッション カウントはトリガーされたコールを受信するたびに 1 つずつ増分し、トリガーされた

コールが終了するたびに 1 つずつ減少します。セッションはコールが終了後、短時間持続するので、

セッション カウントは、リアルタイムでのコール終了より短時間の遅延があります。

（注） このトリガーされたセッションは、Web アプリケーション サーバが認識したセッションであり、その

他の Cisco Unity Express 環境で認識されたセッションではありません。

ステップ 4 webapp reload webappname name

例：

se-10-0-0-0# webapp reload url 
ftp://10.0.0.1/hr.war webappname myapp

指定された Web アプリケーションをリロードしま

す。webapp reload コマンドは、webapp stop コマ

ンドの直後に webapp start コマンドを実行すること

と同じで、正常に動作しない Web アプリケーション

のリロードに使用されます。

次のいずれかのエラーが検出されると、対応するエ

ラー メッセージが表示されます。

 • webappname name が存在しない

 • webappname name から例外が生成された

ステップ 5 webapp delete webappname name

例：

se-10-0-0-0# webapp delete url 
ftp://10.0.0.1/hr.war webappname myapp

指定された Web アプリケーションを削除します。

webapp delete コマンドは、Web アプリケーション

を削除して、モジュールから Web アプリケーション

のすべてのリソースを削除します。

次のいずれかのエラーが検出されると、対応するエ

ラー メッセージが表示されます。

 • webappname name が停止していない

 • webappname name が存在しない

 • webappname name から例外が生成された

ステップ 6 show webapp

例：

se-10-0-0-0# show webapp

Web アプリケーション名、ステータス（running ま
たは stopped）、および接続されている Web アプリ

ケーションのセッション数を表示します。

コマンドまたは操作 目的
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Web アプリケーションの展開
webapp stop コマンドを使用すると、Web アプリケーションが停止し、そのステータスは stopped と
なります。webapp stop コマンドの直後に webapp start コマンドが続くと、Web アプリケーションは

再初期化され、実行が開始されて、そのステータスは running になります。webapp reload コマンド

は、webapp stop コマンドの直後に webapp start コマンドを実行することと同じで、正常に動作しな

い Web アプリケーションのリロードに使用されます。webapp delete コマンドは、show webapp出力

結果から Web アプリケーションを削除し、モジュールから Web アプリケーションのすべてのリソース

を削除します。
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