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Cisco Unity Express の機能

このマニュアルでは、Cisco Unity Express の CLI コマンド、およびボイスメールなどの Cisco Unity 
Express アプリケーションの設定、管理、および保守に関するタスクについて説明します。

このマニュアルは、『Cisco Unity Express GUI Administrator Guide』で説明されている GUI の管理タ

スクを補足するものです。

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

シスコのネットワーク モジュール、Cisco Unified Communications Manager Express ルータ、または 
Cisco Unified Communications Manager サーバのインストールに関する情報は提供されていません。

これらのトピックの詳細については、『Cisco Unity Express Documentation, By Version』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.17）

• 「Cisco Unity Express 機能リスト」（P.18）

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』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、ユニットのキャパシティおよび実行時間を考

慮してください。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。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
Cisco Unity Express 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それ以降のバージョンで利用できます。

ヒント 表 1 に、GUI を使用して該当する各機能を設定する方法を示します。GUI を使用して特定の
機能を設定する方法については、次のオンライン ヘルプを参照してください。

• Configuring Cisco Unity Express Using the GUI: Privilege Mode for Cisco Unified Communications 
Manager

• Configuring Cisco Unity Express Using the GUI: Privilege Mode for Cisco Unified Communications 
Manager Express

• Configuring Cisco Unity Express Using the GUI: Administrator User Mode for All Licenses

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能

バージョン 該当のバージョンで導入された機能1 機能の説明 機能の関連情報

8.0 SM-SRE-700-K9 Services Ready 
Engine（SRE; サービス レディ エン

ジン）モジュールでの Cisco Unity 
Express のサポート

Cisco 2900 シリーズおよび Cisco 
3900 シリーズのルータに対して、

SM-SRE-700-K9 サービス レディ エ
ンジン モジュールで Cisco Unity 
Express がサポートされます。

• 『Release Notes for Cisco 
Unity Express 8.0』を参照

してください。

• 『Cisco SRE Service 
Module Configuration and 
Installation Guide』を参

照してください。

XML 用のプログラマチック インター

フェイス

明確に定義された API とデータ構造

を提供します。これらを外部のソフ

トウェア システムから呼び出して、

Cisco Unity Express システムを設定

できます。プログラマチック イン

ターフェイスは、Cisco Unity 
Express 8.0 以降のバージョンでサ

ポートされています。

Cisco Unity Express のプログラマ

チック インターフェイスは、Web 
サービスとして実装されています。

ほとんどの Web サービスがそうであ

るように、通信プロトコルとして 
HTTP、クライアントとサーバ間の情

報交換の手段として XML ドキュメン

トを使用しています。このサービス

は、Representational State Transfer
（REST）アーキテクチャに基づくも

ので、実装に JAX-RS 仕様を使用し

ています。

Cisco Unity Express のプログラマ

チック インターフェイスでは、設定

目的のアクセスだけが提供されます。

『Cisco Unity Express 
Programmatic Interface 
Service Programming Guide』
を参照してください。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
ボイスメール ユーザ GUI ボイスメール ユーザは、GUI を使用

して Cisco Unity Express ボイスメー

ルにアクセスできます。ユーザ GUI 
で使用可能な機能には、次が含まれ

ます。

• グリーティングの作成

• 音声名の録音

• 個人プロファイルおよび GDM プ
ロファイルの変更

• プライベート同報リストの追加

と削除

• ボイスメール着信時の通知方法

の選択

• Cisco Unity Express での別の番

号への通話の転送

自動設定 クリーン インストール後の 初のシ

ステム起動時に、管理者に対してシ

ステムを設定するかどうかのプロン

プトが表示されます。120 秒以内に応

答せず、かつデフォルトの設定また

は起動設定がない場合、システムが

自動的に Cisco Unity Express を次の

ように設定します。

• デフォルトでプライマリ NTP 
サーバがホスト ルータになる

• タイムゾーンが GMT に設定され

る

• コール エージェントが CCM に
設定される

• DNS には何も設定されない

システム バックアップの機能拡張 管理者は、スケジュール設定した

バックアップ操作について特定の

ユーザに通知するようシステムを設

定できます。

• CLI から：「スケジュール

設定したバックアップの

通知設定」（P.318）を参

照してください。

• GUI から：
[Administration] > 
[Backup/Restore] > 
[Scheduled Backups] オプ

ションを使用します。

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）

バージョン 該当のバージョンで導入された機能1 機能の説明 機能の関連情報
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
メッセージ通知の機能拡張 管理者は、システム全体の通知に対

し、通知の前にプレフィックス メッ

セージ、または通知の後にシグニ

チャ メッセージを付加できます。

• CLI から：「システム全体

の設定」（P.224）を参照

してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Message Notification] > 
[Subscriber Notification 
Management] オプション

を使用します。

パイロット番号のワイルドカード一

致

管理者は、SIP および JTAPI トリ

ガー番号を指定する際にワイルド

カード文字を使用できます。

• CLI から：「アプリケー

ションの SIP トリガーの

設定」（P.95）を参照して

ください。

Cisco Unity Express Script Editor 用
の新しい AAA ユーザ ステップ

Cisco Unity Express Script Editor は、

次の新しい 4 つの AAA ユーザ ス
テップをサポートします。

• User Authenticate：ユーザ名 /パ
スワードまたは内線番号 /PIN に
基づいてユーザを認証します。

• Authorize User：ユーザにある操

作または特権を許可します。

• Audit Step：ユーザの監査情報を

ロギングするためのステップで

す。

• Logout User：以前に認証されて

いるユーザをシステムからログ

アウトします。

• 『Cisco Unity Express 
Guide to Writing and 
Editing Scripts for 7.0 and 
Later Versions』を参照し

てください。

7.2.1 リリースでは Cisco Unity Express 
AIM-CUE のサポートが継続されま

す。このリリースでは、他のハード

ウェア プラットフォームはサポート

されません。

• 『Release Notes for Cisco 
Unity Express 7.2』を参照

してください。

7.1.2 ISM-SRE-300-K9 Services Ready 
Engine（SRE; サービス レディ エン

ジン）モジュールでの Cisco Unity 
Express のサポート

Cisco 2900 シリーズおよび Cisco 
3900 シリーズのルータに対して、

ISM-SRE-300-K9 サービス レディ エ
ンジン モジュールで Cisco Unity 
Express がサポートされます。

• 『Release Notes for Cisco 
Unity Express 7.1』を参照

してください。

• 『Cisco SRE Service 
Module Configuration and 
Installation Guide』を参

照してください。

AIM2-CUE モジュールのサポート AIM2-CUE モジュールは、既存の 
AIM-CUE モジュールに代わるもので

す。特に断りのない限り、このリ

リースにおける両方のモジュールの

パフォーマンスおよびシステム機能

は同じです。

• 『Release Notes for Cisco 
Unity Express 7.1』を参照

してください。

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）

バージョン 該当のバージョンで導入された機能1 機能の説明 機能の関連情報
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
7.1.1 電話機とプラットフォームのサポー

ト 
VoiceView Express による新しい電話

機の使用をサポートします。また、

新しいバージョンの Cisco Unified 
Communications Manager、
Cisco Unified Communications 
Manager Express、Cisco Unity、およ

び Cisco Unity Connection との相互

運用性をサポートします。

• サポート対象の電話機モ

デルおよびアプリケー

ション バージョンのリス

トについては、『Cisco 
Unity Express 
Compatibility Matrix』を

参照してください。各通

話制御アプリケーション

の互換性情報へのリンク

が記載されています。

新しいソフトウェアのアクティベー

ション方式

Cisco Software Licensing（CSL）を

サポートします。Cisco Unity 
Express 7.1.1 以降では、使用前にソ

フトウェア ライセンスをアクティ

ベートする必要があります。

詳細については、『Software 
Activation for Cisco Unity 
Express 7.1 and Later 
Versions』を参照してくださ

い。

7.1.1 発信者による入力 発信者がキーを押すことによって、

通話フローの優先付けを行う方法を

制御できます。メールボックスの所

有者またはシステム管理者は、各

メールボックスの次の操作をキーに

割り当てることができます。

• 別の番号への通話の転送

• オペレータへの接続

• グリーティングの繰り返し

• CLI から：「通話フローの

カスタマイズ設定」を参

照してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Mailboxes] オプションお

よびオンライン ヘルプを

使用します。

スケジュール設定したバックアップ 繰り返し実行するようにスケジュー

ル設定したバックアップ ジョブを

大で 5 つ、および 1 回実行するよう

にスケジュール設定したバックアッ

プ ジョブを 5 つ設定できます。

• CLI から：「スケジュール

設定したバックアップ 
ジョブの設定」を参照し

てください。

• GUI から：
[Administration] > 
[Backup/Restore] > 
[Scheduled Backups] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

アナウンスだけのメールボックス アナウンスだけのメールボックスを

設定できます。これらのメールボッ

クスでは、ユーザ グリーティングの

再生と通話の切断しか実行できませ

ん。そのため、発信者からのメッ

セージを受信したり、メッセージを

送信したりすることはできません。

• CLI から：「アナウンス専

用メールボックスの設定」

を参照してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Mailboxes] オプションお

よびオンライン ヘルプを

使用します。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
複数のグリーティング ユーザおよび管理者は、次の操作を

実行できます。

• 複数のグリーティングの録音

• 使用するグリーティングの選択

• グリーティングの有効化または

無効化

• CLI から：「複数のグリー

ティングの設定」を参照

してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Mailboxes] オプションお

よびオンライン ヘルプを

使用します。

7.0 Authentication, Authorization, 
Accounting（AAA; 認証、許可、お

よびアカウンティング）

以前のリリースで利用できるように

なった認証および許可の機能が強化

されています。新しい機能として、

次の各項目を設定する機能がありま

す。

• 特権

• アカウンティング イベント ログ

• AAA ポリシー

• コンソール認証

• アカウンティング サーバのパラ

メータ

• 認証サーバのパラメータ

• CLI から：「認証、許可、

およびアカウンティング

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：次のオプショ

ンとオンライン ヘルプを

使用します。

– [Configure] > [AAA]

– [Configure] > 
[Privileges]

TimeCardView TimeCardView は、Cisco Unity 
Express と連動して使用し、会社の従

業員について時刻と出社を追跡する

個別のアプリケーションです。

『TimeCardView 7.0 CLI 
Administrator Guide』

『TimeCardView 7.0 for Users 
Quick Start Guide』

3.2 Cisco Unity Express の一元化 Cisco Unity Express NME では、

大 10 個の Cisco Unified CME システ

ムとの相互運用が可能です。

• Cisco Unified Messaging 
Gateway 1.0 のマニュアル

を参照してください。

• CLI から：「一元化された 
Cisco Unity Express の設

定」を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

ボイスメールボックスの PINless ログ

イン

ユーザは、PIN を使用せずに各自の

メールボックスにログインできます。

アクセスは、次のいずれかから設定

できます。

• ボイスメールボックスの所有者

の内線番号または E.164 番号 
• 任意の電話機

• CLI から：「PINless メー

ルボックス アクセスの設

定」を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
ユーザ以外の同報リスト 同報リストにユーザ以外の人物を追

加できます。これにより、メッセー

ジの送信時にアドレスのリストを参

照する単一のアドレスを使用して、

システム上にメールボックスを持っ

ていないユーザにボイス メッセージ

を配信できるようになります。

• CLI から：「一元化された 
Cisco Unity Express の
ユーザ以外の同報リスト

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Distribution Lists] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

バナーのサポート CLI または GUI へのログイン時にす

べてのユーザに対して表示され、

ユーザに資格の入力を要求する、シ

ステム全体のログイン バナーを設定

できます。

• CLI から：「バナー サポー

ト」を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

SIP MWI 通知へのエンベロープ情報

の包含

SIP MWI 通知にエンベロープ情報を

含めるかどうかを指定できます。

• CLI から：「SIP MWI 通知

へのエンベロープ情報の

包含の設定」を参照して

ください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

3.1 Cisco Unified Communications 
Manager 6.1 および 4.3(1) のサポート

Cisco Unity Express 3.1.2 では、
Cisco Unified Communications 
Manager 4.3(1) との相互運用性をサ

ポートしています。

Cisco Unity Express 3.1 には、Cisco 
Unified Communications Manager 6.1 
との相互運用性があります。

Cisco Unified Communications 
Manager 6.1 および 4.3(1) の
マニュアルを参照してくださ

い。

3.1 追加言語のサポート ボイスメール プロンプトで複数の新

しい言語がサポートされます。

使用可能な言語のリストにつ

いては、『Release Notes for 
Cisco Unity Express 3.1』を参

照してください。

Cisco Unified Messaging Gateway 1.0 
による自動登録のサポート 

自動登録および Cisco Unified 
Messaging Gateway 1.0 との相互運用

性を提供します。Cisco Unified 
Messaging Gateway 1.0 には、システ

ム管理者が分散ネットワーク内にあ

る多数の Cisco Unity Express エンド

ポイントを管理するためのツールが

用意されています。

• Cisco Unified Messaging 
Gateway 1.0 のマニュアル

を参照してください。

• CLI から：「Cisco Unified 
Messaging Gateway への 
Cisco Unity Express エン

ドポイントの登録」を参

照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
リモート サイトでの履歴レポートの

保存のサポート 
リリース 3.0 では、システム上のコー

ル アクティビティおよびアプリケー

ション アクティビティに関する履歴

レポートは、ローカルにしか保存で

きません。リリース 3.1 以降では、履

歴レポートをリモート データベース

に保存できるようになりました。

• 『Cisco Unified 
Communications Express 
Historical Reporting 
Client Configuration 
Guide』を参照してくださ

い。

• CLI から：「履歴レポート

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：
[Administration] > 
[Historical Reporting] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。

ボイスメール ユーザ用の新機能 ボイスメール ユーザが名前または番

号でメッセージのアドレス指定を行

うときに内線番号がわからない場合

のために、グローバル ディレクトリ

を検索するオプションが追加されま

した。この機能は、Cisco Unified 
Messaging Gateway によって管理さ

れている環境でボイスメール システ

ムを実行している場合にだけ使用で

きます。

Cisco Unified Messaging 
Gateway 1.0 のマニュアルを参

照してください。

3.0 ファックス コンバージェンス機能を拡張して、

ファックスのサポートを対象に含め

ます。ファックスの受信および送信

を可能にします。送信するファック

スは、ファックス機に出力できます。

• CLI から：「システム全体

のファックス パラメータ

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：[System] > 
[Fax Settings] オプション

およびオンライン ヘルプ

を使用します。

3.0 カスケード メッセージ通知 2.3(1) で導入された従来のメッセージ

通知機能を拡張します。この機能を

使用すると、次のことが可能になり

ます。

• 受信者に対する一連のカスケー

ド通知を設定する。

• ユーザが時間ベースの規則を定

義して、通知を他のローカル 
ユーザにどのようにカスケード

するかを規定する。

• CLI から：「カスケード 
メッセージ通知」を参照

してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Message Notification] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
ライブ レコード 進行中の通話を Cisco Unity Express 
ユーザが録音し、各自のメールボッ

クスにメッセージとして録音内容を

保存できます。録音したものは、再

生したり、他のユーザまたはユーザ 
グループに転送できます。

• CLI から：「ライブ レコー

ドの設定」を参照してく

ださい。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[VM Configuration] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

Live Reply Cisco Unity Express ユーザがボイス 
メッセージを聞きながら 4-4 を押す

と、そのメッセージの送信者に電話

をかけることができます。

• CLI から：「Live Reply の
設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[VM Configuration] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

履歴レポート システム上のコール アクティビティ

およびアプリケーション アクティビ

ティに関する履歴レポートが用意さ

れています。

• 『Cisco Unified 
Communications Express 
Historical Reporting 
Client Configuration 
Guide』を参照してくださ

い。

• CLI から：「履歴レポート

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：
[Administration] > 
[Historical Reporting] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。

Script Editor Express 自動受付スクリプトを作成および変

更するための簡易版 GUI を提供しま

す。このスクリプトは、

Cisco Unity Express のエディタで開

いて表示することができます。

• GUI から：[System] > 
[Scripts] オプション

（[New] ボタンをクリッ

ク）およびオンライン ヘ
ルプを使用します。

3.0 定休日 特定の日を定休日（永続的な休日）

として設定できます。

• CLI から：「休日リストの

設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[System] > 
[Holiday Settings] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。
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Cisco Unity Express の機能
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ユーザ以外へのメッセージ配信 Cisco Unity Express ユーザがボイス 
メッセージを録音し、外線番号

（ユーザ以外の人物）に送信すること

ができます。メッセージは、すぐに

送信することも、 長で 1 年先まで

スケジュールして送信することもで

きます。

• CLI から：「ユーザ以外へ

のメッセージ配信の設定」

を参照してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[VM Configuration] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

新しいボイスメール送信方法 Cisco Unity Express スクリプト開発

者向けに、新しい手順である「ボイ

ス メッセージの送信」が用意されて

います。この機能を使用すると、い

くつかのプロンプトを連結すること

でメッセージをすばやく生成し、そ

れを Cisco Unity Express ユーザに送

信できます。

この機能については、設定作

業は必要ありません。詳細に

ついては、『Cisco Unity 
Express Guide to Writing and 
Editing Scripts』を参照してく

ださい。

同一セッションでの複数のボイス 
メッセージの録音

発信者は、同じユーザまたは別の

ユーザに対して複数のボイス メッ

セージを残すことができます。録音

しようとするたびに、オペレータに

転送されることはありません。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

ユーザ ログイン中のボイスメール要

約プロンプトの使用

システム全体にわたる設定オプショ

ンを提供して、ユーザが、対応する 
General Delivery Mailbox（GDM; 共
用メールボックス）にある新しい

メッセージの要約をログイン中に再

生できるようにします。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

メッセージ プロパティ（エンベロー

プ）のカスタマイズ

ユーザが TUI を使用してメッセージ

を取得するときに詳細なメッセージ 
プロパティを再生するかどうかなど、

ボイスメール メッセージ再生のプリ

ファレンスをカスタマイズできます。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

3.0 ボイス メッセージ送信のデフォルト 
アドレス指定

ボイス メッセージの宛先を名前と内

線番号のどちらで指定するかを、シ

ステム レベルですべての機能につい

て指定できます。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
規制テーブル 次の機能に対するアクセスを制限で

きます。

• ファックス

• メッセージ通知

• ユーザ以外へのメッセージ配信

• Live Reply

• CLI から：「規制テーブル

の設定」を参照してくだ

さい。

• GUI から：[System] > 
[Restriction Tables] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

言語サポート Cisco Unity Express モジュールで、

同時に複数の言語をインストールお

よび使用できます。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• GUI から：[System] > 
[Language Settings] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

SFTP を使用したバックアップおよび

復元 
バックアップおよび復元機能が拡張

され、バックアップ サーバとの間の

ファイル転送に Secure File Transfer 
Protocol（SFTP; セキュア ファイル

転送プロトコル）を使用できます。

SFTP では、FTP にはないデータ整合

性と機密性が提供されます。

• CLI から：「SFTP を使用

したバックアップおよび

復元」を参照してくださ

い。

• GUI から：
[Administration] > 
[Backup/Restore] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

SSH ホスト キーを使用したバック

アップ サーバ認証

バックアップまたは復元の操作を開

始する前に、SSH プロトコルを使用

してバックアップ サーバを認証でき

ます。

• CLI から：「SSH ホスト 
キーを使用したバック

アップ サーバ認証」を参

照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

サーバ上にあるバックアップ内容の

暗号化と署名 
バックアップされるコンフィギュ

レーション ファイルとデータ ファイ

ルをバックアップ サーバに転送する

前に、署名と暗号化を使用してファ

イルを保護できます。

• CLI から：「サーバ上の

バックアップ内容の暗号

化および署名」を参照し

てください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

保存された PIN の暗号化 3.0 以前は、PIN が Cisco Unity 
Express モジュールにクリア テキス

トで保存されていましたが、暗号化

されるようになりました。

この機能については、設定作

業は必要ありません。

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
3.0 パスワードおよび PIN の保護の向上 パスワードおよび PIN について、一

時的なロックアウトおよび無期限の

ロックアウトを提供し、セキュリ

ティ侵害の防止を支援します。

• CLI から：「パスワードお

よび PIN のパラメータの

設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[Configure] > 
[User Defaults] オプショ

ンおよびオンライン ヘル

プを使用します。

HTTPS を使用した GUI アクセス HTTPS を使用して、ブラウザと 
Cisco Unity Express システムとの間

の GUI ページ転送を保護できます。

この機能については、設定作

業は必要ありません。

PIN とパスワードの履歴 すべてのユーザの過去の PIN とパス

ワードを追跡し、ユーザが以前の 
PIN およびパスワードを使用できな

いようにします。

• CLI から：「パスワードお

よび PIN のパラメータの

設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[Configure] > 
[User Defaults] オプショ

ンおよびオンライン ヘル

プを使用します。

2.3 追加言語のサポート ボイスメール プロンプトで複数の新

しい言語がサポートされます。バー

ジョン 2.3 では、システムにインス

トールできるのは 1 言語だけです。

使用可能な言語のリストにつ

いては、『Release Notes for 
Cisco Unity Express 2.3』を参

照してください。

システムの容量の拡大 サポートされるメールボックスの数、

リモート ユーザとキャッシュ ユーザ

の数、格納域の容量、およびパブ

リック同報リストの数が増加してい

ます。

• CLI から：「プロンプト 
ファイルの録音」を参照

してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

メッセージ処理の統合 Cisco Unity Express ボイスメール 
ユーザは、単一の PC から電子メール 
クライアントを使用して各自のボイ

ス メッセージおよび電子メールにア

クセスし、メッセージおよび電子

メールを管理できます。

• CLI から：「ボイスメール

の詳細設定」を参照して

ください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Integrated Messaging] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。

メッセージ通知 Cisco Unity Express は、新しいボイ

ス メッセージが到着したことをボイ

スメール ユーザの携帯電話、自宅の

電話、職場の電話、数字用ポケット

ベル、文字対応デバイス、および電

子メール受信ボックスに通知できま

す。

• CLI から：「メッセージ通

知の設定」を参照してく

ださい。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Message Notification] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
VoiceView Express Cisco Unity Express ボイスメール 
ユーザは、Cisco Unified IP Phone を
使用してボイス メッセージを参照、

再生、管理、および送信し、メール

ボックス オプションを管理すること

ができます。VoiceView Express でサ

ポートされるのは、Cisco Unified IP 
Phone 7940、7941、7960、7961、
7970、および 7971 に限られます。

• CLI から：「VoiceView 
Express の設定」を参照し

てください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[VoiceView Express] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

メッセージ配信のスケジュール設定 ボイスメール ユーザは、メッセージ

のスケジュールを設定して、ローカ

ル システムまたはリモート システム

上のユーザに後で配信することがで

きます。

• CLI から：「メッセージ配

信のスケジュール設定」

を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

2.3 ローカル ブロードキャスト特権 この特権を持つボイスメール ユーザ

は、ローカル システム上の他のボイ

スメール ユーザだけを宛先として、

ブロードキャスト メッセージを送信

できます。

• CLI から：「特権の設定」

を参照してください。

• GUI から：[Configure] > 
[Groups] オプションでグ

ループを選択してオンラ

イン ヘルプを使用します。

メールボックスの選択 設定可能なオプションを使用して、

ボイス メッセージの保存先となる

メールボックスを指定します。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• GUI から：[Defaults] > 
[Voice Mail] オプションお

よびオンライン ヘルプを

使用します。

ボイスメールボックス マスク Cisco Unified Communications 
Manager 4.2 からのリダイレクト着信

コールを Cisco Unity Express で適切

なメールボックスに送信できます。

• CLI から：「ボイスメール

ボックスのロック解除」

を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

打診コール転送（SIP 通話制御の場合

に限る）

Cisco Unity Express では、ブライン

ド転送に加えて、手動および半手動

での着信転送モードを使用できます。

• CLI から：「着信転送モー

ドの設定」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

DTMF リレー（SIP 通話制御に限る） SIP 通話で発着信される DTMF シグ

ナルを処理します。

• CLI から：「DTMF オプ

ションの設定」を参照し

てください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
Cisco SRST モードでの MWI 通知 Cisco Unity Express は、SRST モー

ドでの MWI ステータス更新機能を備

えています。

• CLI から：「MWI 通知オ

プションの設定」を参照

してください。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Message Waiting 
Indicators] > [Settings] オ
プションおよびオンライ

ン ヘルプを使用します。

メッセージ有効期限の強制適用 メッセージの有効期限が切れた時点

で、ユーザのメッセージを強制的に

削除します。

• CLI から：「システム全体

のボイスメール パラメー

タの設定」を参照してく

ださい。

• GUI から：[Defaults] > 
[Voice Mail] オプションお

よびオンライン ヘルプを

使用します。

2.3 Cisco Unity Express スクリプト エ
ディタの機能拡張

拡張されたデバッグ手順および 2 つ
の新しいステップを使用できます。

『Cisco Unity Express 2.3 
Guide to Writing 
Auto-Attendant Scripts』

Cisco Unity Express の GUI の機能拡

張

Cisco Unity Express の GUI で、新し

い設定画面およびオプションを使用

できます。これらの新しいオプショ

ンは、新しい CLI コマンドのほとん

どに対応しています。

『Cisco Unity Express 2.3 GUI 
Administrator Guide』

AvT の機能拡張 AvT の新機能として、既存のプロン

プトを再録音し、オプション グリー

ティングのステータスを返すことが

できるようになりました。

• CLI から：

「Administration via 
Telephone アプリケーショ

ンの設定」を参照してく

ださい。

Cisco Unified Communications 
Manager 4.2 および 5.0 のサポート

Cisco Unity Express で、
Cisco Unified Communications 
Manager 4.1 に加えて 2 つの新バー

ジョンがサポートされるようになり

ました。これよりも前のバージョン

はサポートされません。

—

AIM-CUE サポートに関する変更 Cisco Unity Express は 512 MB の 
AIM-CUE をサポートしません。

—

2.2 CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB Cisco Unity Express のボイスメール 
アプリケーションおよび自動受付ア

プリケーションについて、状態を監

視し、パフォーマンス監視、データ

収集、およびトラップ管理を制御し

ます。

• CLI から：「SNMP 監視の

設定」を参照してくださ

い。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。
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Cisco Unity Express の機能
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2.1 サポート言語の追加 Telephone User Interface（TUI; 電話

ユーザ インターフェイス）の システ

ム プロンプトおよびグリーティング

で使用されるデフォルト言語の選択

オプションとして、デンマーク語、

英語（イギリス）、スペイン語（南

米）、イタリア語、およびポルトガル

語（ブラジル）が追加されました。

『Cisco Unity Express 2.1 
Installation and Upgrade 
Guide』

同報リスト 複数のユーザにメッセージを送信す

るために、ローカル ユーザおよびリ

モート ユーザから成るパブリック同

報リストおよびプライベート同報リ

ストを作成します。

• CLI から：「同報リストの

設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[Voice Mail] > 
[Distribution Lists] オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

ブロードキャスト メッセージ 特権を持つユーザがネットワーク上

のすべてのユーザにメッセージを送

信できます。

• CLI から：「ブロードキャ

スト メッセージの設定」

を参照してください。

• GUI から：[Configure] > 
[Groups] オプションおよ

びオンライン ヘルプを使

用します。

2.1 休日および営業時間のスケジュール 休日および営業時間のスケジュール

を作成し、それに応じた自動受付グ

リーティングが発信者に対して自動

的に再生されるようにします。

• CLI から：「営業時間の設

定」および「休日リスト

の設定」を参照してくだ

さい。

• 『Cisco Unity Express CLI 
Administrator Guide』

• GUI から：
[Voice Mail] > [Holidays 
Settings]、[Voice Mail] > 
[Business Hours Settings]、
およびオンライン ヘルプ

を使用します。

パスワードと PIN のセキュリティの

強化

パスワードおよび Personal 
Identification Number（PIN; 個人識

別番号）の 小長と有効期限を設定

します。

• CLI から：「パスワードお

よび PIN のパラメータの

設定」を参照してくださ

い。

• GUI から：[Defaults] > 
[User] オプションおよび

オンライン ヘルプを使用

します。

着信メッセージの発信者 ID 情報のサ

ポート

新しく着信するボイスメール メッ

セージのメッセージ エンベロープの

一部として、発信者識別情報を再生

できます。

• CLI から：「着信メッセー

ジに対する発信者 ID の設

定」（P.179）を参照して

ください。
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ローカル ディレクトリへのリモート 
ユーザの追加

頻繁に電話がかかってくるリモート 
ユーザをローカル ディレクトリに追

加します。この操作により、ローカ

ル ユーザは、名前によるダイヤル

（dial-by-name）を使用してリモート 
ユーザにボイスメール メッセージの

アドレスを指定したり、リモート 
ユーザ アドレスの音声名による確認

を受信したりできます。

• CLI から：「ローカル ディ

レクトリへのリモート 
ユーザの追加」を参照し

てください。

• GUI から：[Configure] > 
[Remote Users] オプショ

ンおよびオンライン ヘル

プを使用します。

リモート ユーザからの vCard 情報に

対するサポート

リモート ユーザからの vCard 情報で

ディレクトリ エントリを更新できる

ようにします。

• CLI から：「ロケーション

への vCard 情報の設定」

および「LRU キャッシュ

の設定」を参照してくだ

さい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

簡略版の自動受付スクリプト 簡略版の aa_simple.aef スクリプトを

使用して、オプション グリーティン

グ、休日用および営業時間用のグ

リーティングを処理できます。

• CLI から：「自動受付アプ

リケーションの設定と管

理」を参照してください。

ボイス メッセージの復元 ユーザは現行のボイス メッセージ取

得セッション中に削除したボイス

メール メッセージを復元できます。

『Cisco Unity Express 
Voice-Mail System User’s 
Guide』

工場出荷時のデフォルトへの復元 管理者はシステム全体を工場出荷時

のデフォルト値にリセットできます。

• CLI から：「工場出荷時の

デフォルト値の復元」を

参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

2.1 ポート密度の向上 512 MB の SDRAM を備えたネット

ワーク モジュールは、16 個の音声

ポートをサポートするようになりま

した。300 MHz で動作する 
Advanced Integration Module（AIM; 
拡張統合モジュール）は、新しい

ルータ プラットフォームで 6 個の

ポートをサポートするようになりま

した。

• CLI から：「自動受付グ

リーティングまたはプロ

ンプト ファイルの録音」

を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

General Delivery Mailbox（GDM; 共
用メールボックス）の用途変更

GDM を個人用メールボックスとして

用途変更できます。用途変更するこ

とにより、各ライセンス レベルの個

人用メールボックスの容量が拡大し

ます。

• CLI から：「メールボック

スの設定」を参照してく

ださい。

2.0 複数言語のサポート 電話ユーザ インターフェイス（TUI）
および自動受付プロンプトで、複数

の言語が利用可能です。

—
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ソフトウェアのアップグレード プロ

セスの合理化

インストール時間が短縮されるよう

に、アップグレード プロセスを修正

しました。

『Cisco Unity Express 2.0 
Installation and Upgrade 
Guide』

AIM 上の格納域の増加 AIM のフラッシュ格納域の容量を 
512 MB から 1 GB に増加でき、1 GB 
フラッシュでは、14 時間分のボイス

メール メッセージ格納域をサポート

できます。

• CLI から：「自動受付グ

リーティングまたはプロ

ンプト ファイルの録音」

を参照してください。

異なるルータ上の 
Cisco Unity Express と 
Cisco Unified CME ソフトウェアの

格納

あるルータにインストールされた 
Cisco Unity Express ソフトウェアが

別のルータにインストールされた 
Cisco Unified CME と通信します。

—

複数サイトのネットワーク化 Voice Profile for Internet Mail version 
2（VPIMv2）は、ネットワーク化

メッセージとブラインド アドレスの

ために、Cisco Unity Express サイト

間、および Cisco Unity Express と 
NonDelivery Receipt（NDR）を備え

た Cisco Unity との間のボイスメール 
メッセージの互換性をサポートしま

す。

• CLI から：

「Cisco Unity Express の
ネットワーキング」を参

照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

Cisco Unified Communications 
Manager バージョン 3.3(3)、3.3(4)、
および 4.0(1) のサポート

通話制御およびユーザ インポート機

能を処理するための、リモート シス

テム上の 
Cisco Unified Communications 
Manager JTAPI バージョンの自動検

出機能。

—

1.1.2 NTP サーバの設定のサポート 新しいコマンドにより、NTP サーバ

の設定が可能になりました。

• CLI から：「NTP サーバの

設定」を参照してくださ

い。

1.1 Advanced Integration Module（AIM; 
拡張統合モジュール）カード

PCI インターフェイスを介してネッ

トワークに接続し、パラレル イン

ターフェイスを介するバックツー

バック Ethernet を使用して Cisco IOS 
のソフトウェアとコンソールにアク

セスする AIM カード。外部インター

フェイスやケーブル配線は必要あり

ません。

『Installing Advanced 
Integration Modules in 
Cisco 2600 Series, Cisco 3600 
Series, and Cisco 3700 Series 
Routers』

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
1.1 Cisco Unity Express スクリプト エ
ディタでのカスタム自動受付スクリ

プトの作成

スクリプト エディタを使用して、自

動受付（AA）への着信を処理するカ

スタム スクリプトを作成できます。

カスタム スクリプトをアクティブに

すると、Cisco Unity Express に付属

のデフォルトの自動受付スクリプト

が非アクティブになります。デフォ

ルトのスクリプトを修正することは

できません。ネットワーク モジュー

ル（NM）および拡張統合モジュール

（AIM）は、 大 4 個のカスタム自動

受付をサポートします。

『Cisco Unity Express 1.1 
Guide to Writing 
Auto-Attendant Scripts』

自動受付のオプション グリーティン

グおよびプロンプト

必要に応じてアップロードまたはダ

ウンロードできるオプション AA グ
リーティングおよびプロンプトの録

音。これらのオプション グリーティ

ングおよびプロンプトは、

Cisco Unity Express に付属のデフォ

ルトのグリーティングおよびプロン

プトを補うものです。NM は 大 50 
個のオプション プロンプトをサポー

トします。AIM は 大 25 個のオプ

ション プロンプトをサポートします。

• CLI から：「自動受付グ

リーティングまたはプロ

ンプト ファイルの録音」

を参照してください。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

電話ユーザ インターフェイス（TUI）
からグリーティング管理システムへ

のアクセス

オプション グリーティングおよびプ

ロンプトを録音するための TUI から 
Greeting Management System

（GMS; グリーティング管理システム）

へのアクセス。管理者特権を持つ

ユーザは GMS にアクセスできます。

『Cisco Unity Express Voice 
Mail System Quick Start 
Guide』

1.0 Linux ベースのソフトウェア Cisco Unified Communications 
Manager ルータに取り付けられてい

るモジュール カードにインストール

された Linux ベースのソフトウェア

（UPS デバイスについては、「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.17）の

（注）を参照）。ソフトウェアには、

オペレーティング システム、アプリ

ケーション ソフトウェア、および注

文済みライセンスの情報が含まれま

す。

—

ネットワーク モジュール カード バックツーバック Ethernet およびコ

ンソールを使用して Cisco IOS ソフ

トウェアにアクセスできるネット

ワーク モジュール カード。外部イン

ターフェイスやケーブル配線は必要

ありません。

使用しているネットワーク モ
ジュール用のハードウェア イ
ンストール ガイド

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
注文可能なライセンス パッケージ 4 つの注文可能なライセンス パッ

ケージ。ボイスメール システムごと

に 1 つのライセンスを注文する必要

があります。各ライセンスで利用可

能なシステム機能については、

『Release Notes for Cisco Unity 
Express 3.0』を参照してください。

『Cisco Unity Express 
Installation and Upgrade 
Guide』

この機能は、GUI を使用して

設定できません。

1.0 予備のモジュール 工場でインストール済みのソフト

ウェアおよびライセンスを含みます。

アップグレードして容量を増やす場

合は、ライセンスを購入してライセ

ンス ファイルをダウンロードする必

要があります。

『Cisco Unity Express 
Installation and Upgrade 
Guide』を参照してください。

ライセンスのアップグレードとダウ

ングレード

あるライセンスから別のライセンス

へのアップグレードまたはダウング

レード。

『Cisco Unity Express 
Installation and Upgrade 
Guide』を参照してください。

2 つの管理インターフェイス 2 つの管理インターフェイス（「管理

インターフェイス」（P.38）を参照）。

• CLI から：「管理インター

フェイス」を参照してく

ださい。

• この機能は、GUI を使用

して設定できません。

Cisco Unified CME での統合 GUI 統合された管理 GUI。Cisco Unity 
Express と Cisco Unified CME の両

方に使用できます。統合インター

フェイスを使用して、電話機や内線

など、Cisco Unified CME の一部の

パラメータを設定できます。

『Cisco Unity Express 1.1 GUI 
Administrator Guide』

複数サイトのバルク プロビジョニン

グ

Cisco Unity Express に用意されてい

ない CLI スクリプトを使用した、複

数サイトのバルク プロビジョニング。

システムは個別に管理されます。

『Cisco Unity Express 1.1 
Guide to Writing 
Auto-Attendant Scripts』

IP ネットワーク内の任意の場所での

システム アクセス

IP ネットワーク内の任意の場所でア

クセス可能なシステム。

Cisco Unity Express インストーラが 
TFTP を使用する場合、インストーラ

を実行するサイトは TFTP サーバの

近くである必要があります。その他

の機能はすべて FTP を使用するため、

サーバは IP ネットワーク内のどこに

あってもかまいません。

—

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express の機能

Cisco Unity Express 機能リスト
手動バックアップおよび復元 顧客ネットワークの任意の場所に配

置された FTP サーバを使用する手動

のバックアップおよび復元。

• CLI から：「データのバッ

クアップおよび復元」を

参照してください。

• GUI から：
[Administration] > 
[Backup/Restore] メ
ニュー オプションおよび

オンライン ヘルプを使用

します。

トラブルシューティングのためのシ

ステム レポートおよびログ ファイル

レポートには Cisco Unity Express の 
GUI 画面からアクセスできます。す

べてのトラブルシューティング レ
ポートおよびファイルには、

Cisco Unity Express の CLI コマンド

を使用してアクセスできます。

• CLI から：「トラブル

シューティング」を参照

してください。

• GUI から：[Reports] > 
[System] メニュー オプ

ションおよびオンライン 
ヘルプを使用します。

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それ以降のバージョンで利用できます。

表 1 バージョン別の Cisco Unity Express 機能 （続き）
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Cisco Unity Express のボイスメールおよび
自動受付の概要

Cisco Unity Express のボイスメール アプリケーションと自動受付アプリケーションは、

Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME、以前の名称は 
Cisco Unified CallManager Express）または Cisco Unified Communications Manager（以前の名称は 
Cisco Unified CallManager）と連動して、小中規模の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のボイスメールボックスの作成および保守。 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 ライセンスおよび工場で設定さ

れる制限」（P.37）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と手順につい

ては、『Cisco Unity Express Installation and Upgrade Guide』に説明があります。

この章の構成
• 「ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限」（P.37）

• 「管理インターフェイス」（P.38）

• 「ユーザ インターフェイス」（P.39）

• 「その他のリファレンス」（P.39）

ソフトウェア ライセンスおよび工場で設定される制限
Cisco Unity Express ソフトウェアのライセンスおよび工場で設定される制限については、『Release 
Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。
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Cisco Unity Express のボイスメールおよび自動受付の概要

管理インターフェイス
管理インターフェイス
Cisco Unity Express には 3 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 メニューと画面を使用した設定手順については、

『Cisco Unity Express 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
同じ管理機能および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 コマンドからに限り使用可能です。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、その他 Cisco IOS コマンド構造および

ルータに精通している人を対象としています。このような人にとっては、CLI を使用してシステム

にアクセスした方が GUI を使用するより簡単な場合があります。特に、トラブルシューティング、

スクリプト処理、および複数サイトのバルク プロビジョニングに関してはそれが当てはまります。

CLI 環境の使用を開始する方法については、「コマンド環境の開始」（P.43）を参照してください。

Cisco Unity Express の CLI コマンドの構造は、Cisco IOS の CLI コマンドと非常に似ています。

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。

• Cisco Unity Express の Programmatic Interface（PI; プログラマチック インターフェース）では、

明確に定義された一連の API とデータ構造が提供されます。これらを外部のソフトウェア システ

ムから呼び出して、Cisco Unity Express システムを設定できます。PI は、Cisco Unity Express 8.0 
以降のバージョンでサポートされています。

Cisco Unity Express の PI は、Web サービスとして実装されています。ほとんどの Web サービス

がそうであるように、これも通信プロトコルとして HTTP、クライアントとサーバ間の情報交換の

手段として XML ドキュメントを使用しています。このサービスは、Representational State 
Transfer（REST）アーキテクチャに基づくもので、実装に JAX-RS 仕様を使用しています。

Cisco Unity Express の PI では、設定目的のアクセスだけが提供され、以下の機能は提供されませ

ん。

– ユーザ ボイスメール アクセス

– 通知の変更

– ソフトウェア アップグレード、バックアップ /復元などの、システム管理関連のタスク

– 工場出荷時のデフォルトへの復元

– レポート

詳細については、『Cisco Unity Express Programmatic Interface Service Programming Guide』を参

照してください。

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 以降のリリースを使用します。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。
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ユーザ インターフェイス
ユーザ インターフェイス
Cisco Unity Express では、ボイスメールにアクセスするための 3 種類のインターフェイスが提供され

ます。

• Telephony User Interface（TUI; テレフォニー ユーザ インターフェイス）

ボイスメール ユーザは、電話で TUI にアクセスできます。

• VoiceView Express

VoiceView Express では、ボイスメール機能にアクセスするための簡易 GUI インターフェイスが、

選択した Cisco Unified IP Phone 上に提供されます。

• GUI インターフェイス

Cisco Unity Express 8.0 から、ボイスメール ユーザが Cisco Unity Express ボイスメール にアクセ

スするためのユーザ GUI が使用可能です。ユーザ GUI で使用可能な機能には、次が含まれます。

– グリーティングの作成

– 音声名の録音

– 個人プロファイルおよび GDM プロファイルの変更

– プライベート同報リストの追加と削除

– ボイスメール着信時の通知方法の選択

– Cisco Unity Express での別の番号への通話の転送

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。

• 「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン」（P.39）

• 「Cisco Unity Express 関連マニュアル」（P.40）

• 「規格」（P.40）

• 「MIB」（P.40）

• 「RFC」（P.40）

• 「シスコのテクニカル サポート」（P.41）

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイド
ライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリ

ティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、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。シスコの新規お

よび改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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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 Unity Express に関連するドキュメントへのリンクについては『Cisco Unity Express 
Documentation, By Version』を参照してください。

規格

MIB

RFC

規格 タイトル

この規格でサポートされる新規または変更された規格

はなく、この機能による既存の規格に対するサポート

の変更もありません。

—

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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その他のリファレンス
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト

には、検索可能な数千ページの技術コンテンツがあ

り、製品、技術、ソリューション、技術的なヒント、

およびツールへのリンクが含まれています。

Cisco.com 登録ユーザはこのページからログインし

て、さらに多くのコンテンツにアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport 
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その他のリファレンス
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コマンド環境の開始と終了

この章では、Cisco Unity Express 設定コマンドを実行する Cisco Unity Express コマンド環境の開始方

法と終了方法について説明します。次の各項では、この手順について説明します。

• 「EXEC モードと設定モード」（P.43）

• 「コマンド環境の開始」（P.43）

• 「コマンド環境の終了」（P.45）

EXEC モードと設定モード
Cisco Unity Express コマンドの EXEC モードおよび設定モードは、Cisco IOS CLI コマンドの EXEC 
モードおよび設定モードと同様に動作します。ただし、Cisco Unity Express EXEC モードでは一部の

パラメータを設定または変更できますが、Cisco IOS EXEC モードでは許可されていません。この 
Cisco Unity Express 機能を使用して、設定したパラメータをフラッシュ メモリに保存できます。フ

ラッシュ メモリへの保存により、停電などの深刻な障害が発生した場合に利用できる 小限の情報が

システムに保持されます。このマニュアルの各コマンドの説明では、コマンド モードを示しています。

コマンド環境の開始
Cisco Unity Express ソフトウェアをインストールし、アクティブにしたら、次の手順を実行してコマ

ンド環境を開始します。

前提条件

コマンド環境の開始に必要な情報は次のとおりです。

• Cisco Unity Express モジュールが格納されているルータの IP アドレス

• ルータにログインするためのユーザ名とパスワード

• モジュールのスロット番号

概略手順

1. telnet セッションを開きます。

2. telnet ip-address

3. ルータのユーザ ID とパスワードを入力します。
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コマンド環境の開始
4. 次のいずれかを実行します。

• ISM-SRE-300-K9 の場合：service-module ism slot/unit session

• SM-SRE-700-K9 の場合：service-module sm slot/unit session

• NME-CUE の場合：service-module integrated-service-engine slot/unit session

• NM-CUE-EC、NM-CUE、および AIM-CUE の場合：service-module service-engine slot/unit 
session

• AIM2-CUE の場合：service-module integrated-service-module slot/unit session

5. （オプション）enable

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 telnet セッションを開きます。 DOS ウィンドウ、セキュア シェル、またはソフトウェ

ア エミュレーション ツール（Reflection など）を使用

します。

ステップ 2 telnet ip-address

例：

C:¥>telnet 172.16.231.195

Cisco Unified Communications Manager または Cisco 
Unified CME ルータの IP アドレスを指定します。

ステップ 3 Username:
Password:

ルータに対するユーザ ID とパスワードを入力します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

service-module ism slot/unit session

例：

Router# service-module ism 0/1 session

ISM-SRE-300-K9 で Cisco Unity Express コマンド環境

を開始します。

次のメッセージが表示されたら
"Trying ip-address slot/port ...
Connection refused by remote host

次のコマンドを入力し
service-module ism slot/port session clear
この手順を再試行します。

service-module sm slot/0 session

例：

Router# service-module sm 1/0

SM-SRE-700-K9 で Cisco Unity Express コマンド環境

を開始します。

次のメッセージが表示されたら
"Trying ip-address slot/port ...
Connection refused by remote host

次のコマンドを入力し
service-module sm slot/port session clear
この手順を再試行します。
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コマンド環境の終了
コマンド環境の終了
Cisco Unity Express のコマンド環境を終了してルータのコマンド環境に戻るには、

Cisco Unity Express EXEC モードに戻り、exit コマンドを 2 回入力します。

次の例は、この終了手順を示しています。

se-10-0-0-0# exit
se-10-0-0-0> exit
router#

service-module integrated-service-engine 
slot/unit session

例：

Router(config)# service-module 
integrated-service-engine 2/0 session

NME-CUE で Cisco Unity Express コマンド環境を開始

します。

次のメッセージが表示されたら
"Trying ip-address slot/port ...
Connection refused by remote host

次のコマンドを入力し
service-module integrated-service-engine 

slot/port session clear
この手順を再試行します。

service-module service-engine slot/unit session

例：

Router(config)# service-module service-engine 
1/0 session

NM-CUE-EC、NM-CUE、または AIM-CUE で 
Cisco Unity Express を開始します。

次のメッセージが表示されたら
"Trying ip-address slot/port ...
Connection refused by remote host

次のコマンドを入力し
service-module service-engine slot/port 
session clear
この手順を再試行します。

service-module internal-service-module slot/unit 
session

例：

Router(config)# service-module 
internal-service-module 0/1

AIM2-CUE で Cisco Unity Express コマンド環境を開始

します。

次のメッセージが表示されたら
"Trying ip-address slot/port ...
Connection refused by remote host

次のコマンドを入力し
service-module intern al-service-module 

slot/port session clear
この手順を再試行します。

ステップ 5 enable

例：

se-10-0-0-0# enable

（オプション）Cisco Unity Express EXEC モードを開始

します。これで、設定タスクを開始できます。

コマンドまたは操作 目的
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コマンド環境の終了
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設定タスク

この章では、Cisco Unity Express を設定および保守するためのタスクを示します。この章は、次の項

で構成されています。

• 「CLI コマンドを使用したシステムの設定」（P.47）

• 「GUI を使用したシステムの設定」（P.47）

• 「設定タスク」（P.48）

• 「運用時のタスク」（P.56）

• 「必要に応じて実行するタスク」（P.56）

CLI コマンドを使用したシステムの設定
CLI スクリプトだけを使用して 1 つ以上の Cisco Unity Express システムを設定する場合は、「コマンド

環境の開始」（P.43）の説明に従ってコマンド環境を開始します。システム コンポーネントを設定する

際のガイドラインとしてこの章の各項を参照しながら、スクリプトを使用してください。初めて GUI 
を起動したとき、初期化ウィザードが表示された場合は、スキップ オプションを選択して、システム

が再設定されないようにします。

GUI を使用したシステムの設定
Cisco Unity Express GUI には、初期化ウィザード ソフトウェア ツールが用意されており、基本的なシ

ステム パラメータを設定したり、Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CME 
で設定された任意のユーザをインポートしたりできます。

インストール後に GUI Web インターフェイスにログインした場合、初期化ウィザードが 初に表示さ

れます。Cisco Unity Express ソフトウェアの再インストール以外の方法で、この画面を再びアクティ

ブにすることはできません。初期化ウィザードを使用して設定したパラメータはすべて、GUI 画面お

よび CLI コマンドで使用可能です。初期化ウィザードの詳細については、『Cisco Unity Express GUI 
Administrator Guide』の「Configuring the System for the First Time」を参照してください。
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設定タスク
設定タスク
表 2 に、初期の設定タスク、各手順の参照先、および各タスクに必要な追加情報を示します。

表 2 設定タスク

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報

1. 「Cisco Unity Express の SIP プロキシ サーバ

のロケーションの設定」（P.58）
• SIP プロキシ サーバのホスト名または IP アドレス。

• SIP プロキシ サーバ上の UDP ポートまたは TCP ポート。

2. 「着信転送モードの設定」（P.60） 転送モードとして、attended、semiattended、または blind を選択します。

3. 「DTMF オプションの設定」（P.61） DTMF リレー オプションとして、rtp-nte、subnotify、sip-notify、ま

たは info を選択します。

4. 「MWI 通知オプションの設定」（P.64） MWI 通知オプションとして、outcall、sub-notify、または unsolicited 
を選択します。

5. 「MWI 通知オプションの設定」（P.64） MWI オンおよびオフの内線番号。

Cisco Unity Express はこれらの内線を、影響を受ける電話機の内線番

号とともに使用して、Cisco Unified CME への SIP 通話を生成します。

その結果、電話機の MWI ライトの状態が変わります。

6. 「RFC に準拠するための Cisco Unified CME 
SIP オプションの設定」（P.77）

Cisco Unified CME プラットフォームで実行される Cisco IOS ソフト

ウェア リリース。

7. 「JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified 
Communications Manager に限る）」（P.78）

• プライマリ、セカンダリ、およびターシャリの Cisco Unified 
Communications Manager サーバの IP アドレスまたはホスト名。

• Cisco Unified Communications Manager の JTAPI ユーザ ID および

パスワード。パスワードは、大文字と小文字が区別されます。これ

らの値は、Cisco Unified Communications Manager に設定された 
JTAPI ユーザ ID およびパスワードと一致する必要があります。

• CTI ポートのリスト。

8. 「ボイスメールの設定」（P.147） • ボイスメールに同時にアクセス可能な 大ユーザ数。この数は 
Cisco Unity Express とともに購入したポートの数によって制限さ

れます。ライセンス契約書を確認し、「プロンプト ファイルの録

音」（P.84）を参照して 大数を調べます。

• ボイスメール システムにアクセスするための電話番号。

9. 「Administration via Telephone アプリケー

ションの設定」（P.203）
Administration via Telephone（AvT）にアクセスするための電話番号。
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10.「自動受付アプリケーションの設定と管理」

（P.205）
• 独自の初期グリーティングを使用するには、事前に録音した初期

グリーティングを含む .wav ファイルを作成します。このファイル

を自動受付スクリプトに配置および保存できるようにするには、

このファイルを Cisco Unity Express モジュールにアップロードし

ます。または、AvT を使用して初期グリーティングを録音するこ

ともできます。グリーティングの録音とアップロードに関するガ

イドラインについては、「プロンプト ファイルの録音」（P.84）お

よび 「プロンプト ファイルのアップロード」（P.85）を参照してく

ださい。

• 通話が切断されるまでに自動受付が発信者に対してインストラク

ションを再生する回数。このカウントは、発信者がメイン メ
ニューから移動してサブメニューのインストラクションを聞き始

めたときに開始されます。メイン メニューが 5 回再生された後、

発信者が選択を行わなかったり、誤った選択を行ったりした場合

は、オペレータに転送されます。

• オペレータの内線番号。発信者がゼロ（「0」）ボタンを押した場

合、自動受付はこの内線番号をダイヤルします。

• 発信者が自動受付にアクセスするためにダイヤルする必要のある

電話番号。多くの場合、この番号は会社の電話番号です。

• 自動受付が同時に処理できる 大発信者数。この数は Cisco Unity 
Express とともに購入したポートの数によって制限されます。ライ

センス契約書を確認し、「プロンプト ファイルの録音」（P.84）を

参照して 大数を調べます。

11.「プロンプト ファイルの録音」（P.84） • 事前に録音された .wav 形式のプロンプト。プロンプトを録音する

には、AvT を使用します。

• プロンプトのファイル名。

12.「自動受付スクリプトの設定」（P.213） • 事前に設定されたスクリプト ファイル。ファイルを作成するには、

Cisco Unity Express スクリプト エディタを使用します。詳細につ

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

• スクリプトのファイル名。

13.「アプリケーションの SIP トリガーの設定」

（P.95）
• アプリケーションを呼び出す電話番号。この番号は、ボイスメー

ル、自動受付、および AvT で異なる必要があります。

• アプリケーションが同時に処理できる 大発信者数または 大

セッション数。アプリケーションすべての合計数は、システムの

ポートの 大数を超えることはできません。ポートの 大数につ

いては、「プロンプト ファイルの録音」（P.84）を参照してくださ

い。各アプリケーションの 大数は、同じでなくてかまいません。

たとえば、ボイスメールには 3 セッションが必要で、自動受付に

は 5 セッションが必要な場合があります。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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14.「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定

（Cisco Unified Communications Manager に
限る）」（P.99）

• アプリケーションを呼び出す電話番号。この番号は、ボイスメー

ルと自動受付の両方の番号とは異なっている必要があります。

• タイムアウトして通話を切断するまでシステムが発信者の応答を

待つ秒単位の時間数。

• プロンプトに使用する言語。Cisco Unity Express は複数の言語を

サポートしていますが、システムにインストールできる言語は 1 
つだけです。使用可能な言語のリストについては、『Release Notes 
for Cisco Unity Express』を参照してください。

• トリガーに同時にアクセスできる 大発信者数。この値の割り当

てに関するガイドラインについては、「さまざまなアプリケーショ

ン間でのポートの共有」（P.103）を参照してください。

15.（オプション）「システム全体のボイスメール 
パラメータの設定」（P.167）

• 容量：システム内のすべてのメールボックスに許可されている格

納時間の合計（単位：時間）。工場出荷時のデフォルトは、システ

ムに許容される 大容量です。

• 有効期限：メッセージがメールボックスに保存されてからボイス

メール システムによって削除されるまでの日数。工場出荷時のデ

フォルト値は 30 日です。

• 言語：ボイスメール プロンプトに使用される言語。Cisco Unity 
Express は複数の言語をサポートしていますが、システムにインス

トールできる言語は 1 つだけです。使用可能な言語のリストにつ

いては、『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してくだ

さい。

• メールボックス サイズ：メールボックス内のボイス メッセージの

長格納秒数。工場出荷時のデフォルト値は、 大格納容量を

メールボックスの 大数（個人用および共用）で割ることによっ

て決定されます。

• メッセージ長：メールボックス内の保存メッセージ 1 件あたりの

長秒数。工場出荷時のデフォルトは 60 秒です。

• 録音時間：ユーザの録音メールボックス グリーティングの 大時間。

• オペレータ内線番号：ボイスメール オペレータの内線番号。

• 転送された通話の転送先メールボックス：転送された通話のボイ

ス メッセージの格納先として、元の送信先番号または 後にリダ

イレクトされた番号を選択します。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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16.「ユーザの追加と変更」（P.136） • ユーザ名：ユーザ ID。ユーザ名の長さは、3 ～ 32 文字にする必要

があります。ユーザ ID の先頭は英字にする必要があります。ユー

ザ名にはスペースは使用できません。

• （オプション）ログイン ユーザ名：ユーザの姓名。

• （オプション）グループ：このユーザがメンバーとなっているグ

ループの名前。

• 内線番号：ユーザの電話の内線番号。

CLI を使用してユーザまたはグループを作成する場合は、パスワード

と PIN を指定することもできます。

• パスワード：このユーザが Cisco Unity Express の GUI にアクセス

するためのパスワード。

• PIN：このユーザが Cisco Unity Express の Telephone User 
Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）にアクセスするた

めの個人識別番号（PIN）。

17.「グループの追加と変更」（P.141） EXEC モード：

• グループの名前。

• （オプション）グループの説明。

• （オプション）グループの完全な名前。

設定モード：

• グループの名前。

• （オプション）1 つまたは複数のメンバー ユーザ ID。

• （オプション）所有者のユーザ ID。

• （オプション）グループの内線番号または電話番号。

• （オプション）グループの完全な E.164 電話番号。

グループには、この番号に関連付けられたメールボックスが必要あり

ません。

（注） ユーザが General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボック

ス）にアクセスする必要がある場合、そのユーザは 初に割り

当てられる個人用メールボックスを持っている必要があります。

18.「メールボックス設定の計画」（P.150） • メールボックスの所有者。

• （オプション）メールボックス サイズ：ユーザのボイスメールボッ

クスに保存されたすべてのメッセージの合計秒数。

• （オプション）メッセージ格納時間：システムが古いメッセージを

保存する日数。

• （オプション）メッセージ長：ボイスメールボックスに保存される

メッセージ 1 件あたりの 長秒数。

• （オプション）ボイスメール システムの電話番号、自動受付の電話

番号、およびオペレータ内線番号。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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19.（オプション）「SNMP 監視の設定」（P.407） • ユーザが SNMP MIB オブジェクト（変数）を読み取ったり書き込

んだりするための SNMP コミュニティ ストリング（パスワード）。

このコミュニティ ストリングが、読み取り専用特権と読み取りと

書き込み特権のどちらを持つかを指定します。システムは、 大 
5 つの読み取り専用コミュニティ ストリングと、5 つの読み取りと

書き込みコミュニティ ストリングをサポートしています。各コ

ミュニティ ストリングの 大長は英数字で 15 文字です。大文字の 
A ～ Z、小文字の a ～ z、数字の 0 ～ 9、下線（_）、およびハイフ

ン（-）を使用できます。

• Cisco Unity Express から SNMP トラップを受信するホスト サーバ

の IP アドレスおよびコミュニティ ストリング。ホストが定義され

ていないと、システムはトラップを破棄します。システムは 大 5 
つのホスト（トラップ レシーバ）をサポートしています。

プライマリ ホストとなるホストはありません。システムは、有効

なすべてのホストに SNMP 通知を送信します。

• （オプション）この管理対象ノードに対するサーバの連絡先情報。

• （オプション）この管理対象ノードに対するサーバの位置情報。

• 次のアクティビティに対するしきい値。

– ログイン ユーザ名の入力。

– パスワードの入力。

– 個人識別番号（PIN）ユーザ ID の入力。

– PIN パスワードの入力。

– PIN のリセット。

20.（オプション）「VoiceView Express の設定」

（P.247）
• Cisco Unified Communications Manager システムの場合：

VoiceView Express を使用するよう設定されたすべての電話機が、

Cisco Unity Express で設定された JTAPI ユーザから制御されるよ

うにします。

• Cisco Unified CME システムの場合：Cisco Unified CME 認証サー

バの URL が Cisco Unity Express を指すようにします。

• システムがセッションを切断するまでの、VoiceView Express セッ

ションが非アクティブ状態となる分数。

• （オプション）フォールバック認証サーバの URL（Cisco Unified 
CME システムの場合）。

21.（オプション）「規制テーブルの設定」

（P.357）
次の機能で使用されるように規制テーブルを設定します。

• ファックス

• メッセージ通知

• Live Reply

• ユーザ以外へのメッセージ配信

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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22.（オプション）「IMAP の設定」（P.327） • Cisco Unity Express IMAP サーバで同時に許可される、IMAP ク
ライアント セッションの 大数。この数は、ハードウェア プラッ

トフォームに応じて変化します。詳細については、『Release Notes 
for Cisco Unity Express』を参照してください。

• システムが自動的にセッションからログアウトするまでの、IMAP 
セッションが空き状態になっている時間（分）。

• 許可される接続のタイプ。選択肢としては、SSL だけ、SSL 以外

だけ、SSL と SSL 以外の両方があります。デフォルトは SSL 以外

だけです。

（注） Cisco Unity Express で SSL 接続が許可されるためには、シス

テムにデフォルトのセキュリティ証明書とプライベート キーが

必要です。show crypto key コマンドを使用すると、システム

のデフォルトの証明書とキーのペアを表示できます。デフォル

トの証明書とキーのペアが存在しない場合は、「セキュリティ

の設定」（P.291）の手順に従ってください。

• IMAP を使用する特権を持つグループの名前。

23.「メッセージ配信のスケジュール設定」

（P.344）
統合されたメッセージはデフォルトで無効になっています。これを有

効にして、この機能を使用してください。

24.（オプション）「システム全体のファックス パ
ラメータの設定」（P.114）

この機能をオンまたはオフします。

25.「パスワードおよび PIN のパラメータの設定」

（P.378）
• パスワードの長さと有効期限。

• PIN の長さと有効期限。

26.（オプション）「休日リストの設定」（P.103） 休日ごとの月、日、年、および説明。

27.（オプション）「営業時間の設定」（P.109） • スケジュール名

この名前の 大長は英数字 31 文字です。大文字の A ～ Z、小文字

の a ～ z、数字の 0 ～ 9、下線（_）、およびダッシュ（-）を使用で

きます。名前の 初の文字は英字である必要があります。

この名前のスケジュールが存在しない場合、システムはそのスケ

ジュールを作成します。スケジュールがすでに存在する場合、

行った変更がそのスケジュールに反映されます。 大数のスケ

ジュールが存在する場合、もう 1 つ作成しようとすると、エラー 
メッセージが表示されます。

• 曜日

• 営業時間および時間外の開始時刻と終了時刻

時間には 24 時間制の形式を使用します。分の有効な値は 00 およ

び 30 だけです。

新しいスケジュールの場合は、時間外を指定します。新しく作成

されたスケジュールは、デフォルトで 1 日 24 時間が営業時間に

なっているため、時間外でない時間帯は営業時間となります。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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28.（オプション）「メッセージ通知の設定」（P.215） システム全体のパラメータ：

• ユーザ ID またはグループ名（ユーザまたはグループの一部がメッ

セージ通知にアクセス可能な場合）

• 通知設定

• 接続がタイムアウトするまでの秒数

• 規制テーブルに電話番号を追加する場合：

– ダイヤル ストリングの 大および 小桁数

– 1 つ以上のダイヤル ストリング パターン

• SMTP サーバのホスト名および認証値（ユーザ ID およびパスワー

ドまたは資格ストリング）

• 通知通話中にユーザが自分のボイスメールボックスにログインす

ることの許可

• ユーザが電子メール メッセージにボイス メッセージを添付するこ

との許可

携帯電話、自宅の電話、会社の電話、または数字用ポケットベル用の

ユーザまたはグループ パラメータ：

• 電話番号 

• 追加の番号（ある場合）

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

電子メール パラメータ：

• 電子メール アドレス

• 電子メール通知へのボイス メッセージ添付のステータス

• メッセージ テキスト

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

テキスト メッセージ パラメータ：

• 電子メール アドレス

• メッセージ テキスト

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

29.（オプション）「ライブ レコードの設定」

（P.333）
ライブ レコード機能を有効にして、そのパラメータを設定します。こ

の機能に関する法律上の免責事項については ii ページを参照してくだ

さい。

30.（オプション）「Live Reply の設定」（P.337） Live Reply 機能を有効にして、そのパラメータを設定します。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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31.（オプション）「ネットワーク ロケーションの

設定」（P.255）
• ネットワーク ロケーション ID 番号：ボイスメールの送信者がリ

モート メッセージの送信に使用する、各ロケーションの一意の ID 
番号。この番号の 大長は 7 桁の数字です。Cisco Unity Express 
は 大 500 のロケーションをサポートしています。

• 電子メール ドメイン名：VPIM メッセージの送信時にローカルの

ボイスメール発信者の内線番号に接続されるローカルの 
Cisco Unity Express システムの電子メール ドメイン名または IP 
アドレス。ローカル システムの電子メール ドメイン名は、リモー

ト ボイスメール メッセージを受信するように設定する必要があり

ます。

• （オプション）ロケーション名：ネットワーク ロケーションの説明

的な名前。

• （オプション）短縮ロケーション名：ネットワーク ロケーションの

短縮された説明。

• （オプション）ボイスメール システム電話番号プレフィックス：

VPIM アドレスを作成するために、ローカル ボイスメール発信者

の内線番号に追加される電話番号プレフィックス。プレフィック

スは、電子メール ドメインが複数のロケーションをサポートし、

ロケーション間の内線番号が一意でない場合にだけ必要です。プ

レフィックスの 大長は 15 桁の数字です。

• （オプション）ボイスメール システム内線番号の桁数。

• （オプション）VPIM 符号化スキーム：ローカル 
Cisco Unity Express システムでボイスメール メッセージを変換す

るための符号化スキーム オプションは、ダイナミック、G.711 
U-law、または G.726 です。

• （オプション）ボイスメール音声名機能：この機能を有効にする

と、受信したボイスメール メッセージの冒頭に再生されるボイス

メール発信者の音声名を受信できます。

32.（オプション）「同報リストの設定」（P.279） パブリック同報リストを作成するには、次の情報が必要です。

• リストの名前と番号。

• （オプション）リストの所有者。

• （オプション）リストの説明：説明の 大長は 64 文字です。

同報リストにメンバーを追加するには、次の情報が必要です。

• メンバー タイプ（user、group、GDM、list、remote、または blind）。

• メンバーの名前または内線番号。

（注） ローカルおよびリモート ユーザがシステムに定義されている必

要があります。

表 2 設定タスク （続き）

タスクおよび手順の参照先 必要な追加情報
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運用時のタスク
運用時のタスク
表 3 に示すタスクを定期的に実行します。

必要に応じて実行するタスク
表 4 に示すタスクを必要に応じて実行します。

ヒント Cisco Unity Express のマニュアルのホーム ページをブックマークしておくと、すべてのマニュアルに

簡単にアクセスできます。これらの運用時のタスクおよび必要に応じて実行するタスクのマニュアルを

印刷し、使用できるようにしておいてください。

表 3 運用時のタスク

タスク 場所

システム データのバックアップと復元 「ファイルのバックアップ」（P.298）および 「ファイルの復元」（P.301）
システムの状態の監視 • 「システムの監視」（P.393）

• 「配信予定のメッセージの監視」（P.398）

• 「アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監視」

（P.400）

• 「キューの監視」（P.401）

• 「SNMP および管理データのアクティビティの表示」（P.402）

• 「システム アクティビティ メッセージの表示」（P.404）

• 「AIM コンパクト フラッシュ メモリの使用状況の確認」（P.405）

• 「履歴レポートの表示」（P.405）

• 「リアルタイム レポートの表示」（P.406）

• 「トラブルシューティング」（P.453）

表 4 必要に応じて実行する設定タスク

タスク 場所

ボイスメールボックスの追加、表示、修正、および削除 「メールボックス設定の計画」（P.150）
ボイスメールボックスのロック解除 「ボイスメールボックスのロック解除」（P.162）
ユーザの追加、表示、修正、および削除 「ユーザの追加と変更」（P.136）
グループの追加、表示、修正、および削除 「グループの追加と変更」（P.141）
ユーザのボイスメール パスワードの変更 「ユーザの追加と変更」（P.136）
ボイスメールボックスのサイズまたは格納時間の変更 「システム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.167）
自動受付アプリケーションのプロパティの変更 「自動受付アプリケーションの設定と管理」（P.205）
自動受付プロンプトの追加、修正、および削除 「プロンプトの管理」（P.84）
自動受付スクリプトの追加、修正、および削除 「スクリプトの管理」（P.82）
ソフトウェア問題のトラブルシューティング 「トラブルシューティングに関するガイドライン」（P.453）
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システム コンポーネントの設定

コマンドライン インターフェイス（CLI）コマンドを使用して、Cisco Unity Express システムのコン

ポーネントを設定できます。EXEC モードで入力するコマンドと設定モードで入力するコマンドがあ

ります。

この章では、Cisco Unity Express の次の基本コンポーネントを設定する方法について説明します。

• Cisco Unity Express が Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME）と

通信するために必要な SIP パラメータ

• Cisco Unity Express が Cisco Unified Communications Manager と通信するために必要な JTAPI パ
ラメータ

• その他の Cisco Unity Express システム コンポーネント（プロンプト、スクリプト、アプリケー

ション、トリガーなど）

この章の手順はすべて、CLI コマンドまたはグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）オプショ

ンのいずれを使用しても実行できます。CLI 手順は、次のために使用します。

• バルク プロビジョニング

• スクリプト

• アップグレード

• システムのトラブルシューティング

この章では、Cisco Unity Express システムのコンポーネントを設定する手順について説明します。こ

の章は、次の項で構成されています。

• 「SIP 通話制御パラメータの設定」（P.58）

– 「Cisco Unity Express の SIP プロキシ サーバのロケーションの設定」（P.58）

– 「着信転送モードの設定」（P.60）

– 「DTMF オプションの設定」（P.61）

– 「MWI 通知オプションの設定」（P.64）

– 「MWI をオンおよびオフにした内線の設定（Cisco SRST モードでは使用不可）」（P.67）

– 「一元化された Cisco Unity Express の設定」（P.70）

– 「一元化された Cisco Unity Express のファックス サポートの設定」（P.75）

– 「一元化された Cisco Unity Express のユーザ以外の同報リストの設定」（P.76）

– 「RFC に準拠するための Cisco Unified CME SIP オプションの設定」（P.77）

• 「JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」（P.78）

• 「スクリプトの管理」（P.82）
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• 「プロンプトの管理」（P.84）

• 「アプリケーションの管理」（P.87）

• 「トリガーの管理」（P.94）

• 「休日リストの設定」（P.103）

• 「営業時間の設定」（P.109）

• 「システム全体のファックス パラメータの設定」（P.114）

• 「SMTP パラメータの設定」（P.117）

• 「履歴レポートの設定」（P.118）

SIP 通話制御パラメータの設定
この項の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Unity Express の SIP プロキシ サーバのロケーションの設定」（P.58）

• 「着信転送モードの設定」（P.60）

• 「DTMF オプションの設定」（P.61）

• 「MWI 通知オプションの設定」（P.64）

• 「MWI をオンおよびオフにした内線の設定（Cisco SRST モードでは使用不可）」（P.67）

• 「RFC に準拠するための Cisco Unified CME SIP オプションの設定」（P.77）

Cisco Unity Express の SIP プロキシ サーバのロケーションの設定

Session Initiation Protocol（SIP）プロキシ サーバは、Cisco Unified CME がインストールされている

ルータ上にあります。Cisco Unified CME は、Cisco Unity Express ハードウェアとソフトウェアがイ

ンストールされているルータと異なるルータにインストールできます。Cisco Unity Express と Cisco 
Unified CME 間のすべての通信を使用可能にするには、SIP プロキシ サーバのロケーション情報を適

切に設定する必要があります。SIP プロキシ サーバは、メッセージ ウェイティング インジケータ

（MWI）と Cisco Unity Express ボイスメール アプリケーションの連動も可能にします。

この手順に必要なデータ

SIP プロキシ サーバを設定するには、次の情報が必要です。

• SIP プロキシ サーバが常駐するルータのホスト名または IP アドレス

• SIP プロキシ サーバが常駐するルータの UDP ポート

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. gateway address ip-address

4. gateway port port-number

5. end
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6. show ccn subsystem sip

7. copy running-config startup-config

詳細手順

例

次の例は show ccn subsystem sip の出力結果を示しています。この出力結果では、SIP ゲートウェイ 
IP アドレスと SIP ポート番号が表示されます。

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

SIP Gateway:                            10.100.6.9
SIP Port Number:                        5060
DTMF Relay:                             sip-notify,sub-notify
MWI Notification:                       sub-notify
Transfer Mode:                          refer-consult
SIP RFC Compliance:                     Pre-RFC3261
se-10-0-0-0#

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

se-10-0-0-0# ccn subsystem sip

SIP 設定モードを開始します。

ステップ 3 gateway address ip-address

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# gateway address 10.100.6.9

SIP プロキシ サーバが常駐するルータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。

ステップ 4 gateway port port-number

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# gateway port 5060

SIP プロキシ サーバが着信 SIP メッセージを待ち受

ける UDP ポート番号を指定します。デフォルト値は 
5060 です。

（注） このポート番号を変更しないことを強く推奨

します。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ccn subsystem sip

例：

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

SIP サブシステムのパラメータを表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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着信転送モードの設定

Cisco Unity Express では、ブラインド転送に加えて、手動および半手動通話転送モードの設定が可能

です。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. transfer-mode {attended | semi-attended | blind refer | blind bye-also]}

4. end

5. show ccn subsystem sip

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定モードを開始します。

ステップ 3 transfer-mode {attended | semi-attended | blind refer 
| blind bye-also]}

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# transfer-mode blind refer

転送モードを指定します。

• attended：REFER メソッドを使用して、通話

を手動モードで転送します。転送は、転送先の

内線が通話に応答すると完了します。

• semi-attended：REFER メソッドを使用して、

通話を半手動モードで転送します。転送は、転

送先の内線を呼び出すと完了します。

• blind refer：REFER メソッドを使用して、通話

を転送しますが、打診は行いません。

• blind bye-also：BYE/ALSO メソッドを使用し

て、通話を転送しますが、打診は行いません。

Cisco Unity Express は、リモート エンドが 
REFER をサポートしていない場合にこのメソッ

ドを使用します。これがデフォルト値です。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定パラメータを表示します。
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例

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

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

SIP Gateway: 172.19.167.208
SIP Port Number: 5060
DTMF Relay: sip-notify rtp-nte
MWI Notification: outcall
Transfer Mode: blind (REFER)
SIP RFC Compliance: Pre-RFC3261

DTMF オプションの設定

Cisco Unified CME および Cisco SRST モードからの SIP 通話の着信および発信 DTMF シグナルの処

理には、次に示すオプションを使用できます。

Cisco Unity Express には、着信および発信 SIP 通話の DTMF シグナルを転送するための、次のオプ

ションがあります。

• rtp-nte：メディア パスを使用して、着信および発信 DTMF シグナルをリレーします。

rtp-nte オプションを使用する場合は、次の例に示すように、Cisco IOS SIP ゲートウェイが SIP 通
話に RTP-NTE を使用するよう設定されていることを確認してください。

dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern 6700
session protocol sipv2
session target ipv4:10.100.9.6
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad

• sub-notify：Subscribe および Notify メッセージを使用して、着信 DTMF シグナルを 
Cisco Unity Express にリレーします。このオプションは、Cisco Unity Express からの発信 DTMF 
シグナルには使用できません。

• info：Info メッセージを使用して、発信 DTMF シグナルを Cisco Unity Express から Cisco IOS 
SIP ゲートウェイにリレーします。このオプションは、Cisco Unity Express への着信 DTMF シグ

ナルには使用できません。

• sip-notify：着信および発信 DTMF シグナルに Unsolicited-Notify メッセージを使用します。

sip-notify オプションを使用するには、次の例に示すように、Cisco IOS SIP ゲートウェイが SIP 
通話に Unsolicited NOTIFY を使用するよう設定されていることを確認してください。

dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 6700
session protocol sipv2
session target ipv4:10.100.9.6
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad

DTMF シグナルの転送には複数のオプションを設定できます。オプションを設定した順序によって、

それらのオプションの優先順位が決まります。

表 5 に、さまざまなオプションの組み合せとリモート エンドの機能、着信および発信 DFMF シグナル

のオプションを示します。
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概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. dtmf-relay {rtp-nte | sub-notify | info | sip-notify}

表 5 DTMF リレー オプションの組み合せ

Cisco Unity Express 
の設定

リモート エンドでサ

ポートされるオプション

Cisco Unity Express 
への着信 DTMF のオプ

ション

Cisco Unity 
Express からの発信 
DTMF のオプション

sub-notify — sub-notify 非 DTMF
info — 非 DTMF info
rtp-nte rtp-nte rtp-nte rtp-nte
sip-notify sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、rtp-nte rtp-nte、sip-notify sip-notify1

1. 着信通話用。発信通話の場合は、rtp-nte か sip-notify かをリモート エンドが決定します。

sip-notify1

sip-notify、rtp-nte rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、info sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、info サポートなし2

2. rtp-nte および sip-notify はサポートされません。

非 DTMF info

sip-notify、sub-notify sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、sub-notify サポートなし 2 sub-notify sub-notify

sip-notify、rtp-nte、info rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、rtp-nte、info sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、rtp-nte、info サポートなし 2 非 DTMF info

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

sip-notify sip-notify sip-notify

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify

サポートなし 2 sub-notify 非 DTMF

sub-notify、info — sub-notify info

rtp-nte、sub-notify rtp-nte rtp-nte rtp-nte

rtp-nte、sub-notify サポートなし 2 sub-notify 非 DTMF
rtp-nte、info rtp-nte rtp-nte rtp-nte

rtp-nte、info サポートなし 2 非 DTMF info

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

sip-notify、rtp-nte sip-notify sip-notify

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

rtp-nte rtp-nte rtp-nte

sip-notify、rtp-nte、
sub-notify、info

サポートなし 2 sub-notify info
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複数のシグナル オプションを設定するには、1 つの dtmf-relay コマンドでそれらのオプションを

指定します。

4. end

5. show ccn subsystem sip

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定モードを開始します。

ステップ 3 dtmf-relay {rtp-nte | sub-notify | info | 
sip-notify}

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# dtmf-relay sip-notify 
rtp-nte

DTMF シグナル処理オプションを指定します。1 つ
の dtmf-relay コマンドを使用して、複数の DTMF 
オプションを指定します。

• rtp-nte：メディア パスを使用して、着信および

発信 DTMF シグナルをリレーします。

（注） Cisco IOS ゲートウェイに、rtp-nte を使用

するよう設定されたダイヤルピアがあること

を確認してください。

• sub-notify：Subscribe および Notify メッセージ

を使用して、着信 DTMF シグナルを Cisco 
Unity Express にリレーします。

• info：Info メッセージを使用して、発信 DTMF 
シグナルを Cisco Unity Express から Cisco IOS 
SIP ゲートウェイにリレーします。

• sip-notify：Unsolicited-Notify メッセージを使

用して、着信および発信 DTMF シグナルをリ

レーします。

（注） Cisco IOS ゲートウェイに、sip-notify を使

用するよう設定されたダイヤルピアがあるこ

とを確認してください。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定パラメータを表示します。
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例

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

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

SIP Gateway: 172.19.167.208
SIP Port Number: 5060
DTMF Relay: sip-notify rtp-nte
MWI Notification: outcall
Transfer Mode: consult (REFER)
SIP RFC Compliance: Pre-RFC3261

MWI 通知オプションの設定

Cisco Unity Express では MWI ステータス更新機能が拡張され、Cisco Unified 
Communicatins Manager および Cisco SRST モードが含まれています。次の 3 つの通知オプションが

使用可能です。

• 「発信通知（Cisco SRST モードでは使用不可）」（P.64）

• 「Sub-Notify 通知」（P.65）

• 「非要請通知」（P.66）

GUI で、[Voice Mail] > [Message Waiting Indicators] > [Settings] を選択すると、MWI 通知オプショ

ンを設定できます。

発信通知（Cisco SRST モードでは使用不可）

SIP outcall メカニズムを使用して MWI 通知を生成できるのは、Cisco Unified CME だけです。outcall 
は、Cisco SRST モードでは機能しません。

（注） MWI 通知オプションが outcall の場合は、MWI がオンおよびオフの内線を設定します。

「MWI をオンおよびオフにした内線の設定（Cisco SRST モードでは使用不可）」（P.67）を参

照してください。

outcall オプションは、下位互換性を得るために使用できます。MWI 通知オプションには、sub-notify 
または unsolicited を使用することを推奨します。

outcall オプションを使用するには、次のように、MWI 通知を受信するために登録された 2 つの 
ephone-dn を設定する必要があります。

ephone-dn 30
number 8000....
mwi on

.

.
ephone-dn 31

number 8001....
mwi off

（注） 上記の例で、ドットの数は Cisco Unified CME に接続した電話機の内線番号の桁数と等しくする必要

があります。
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Sub-Notify 通知

Cisco Unified CME と、SRST モードの Cisco Unified Communications Manager は、どちらも MWI 
通知の生成に sub-notify メカニズムを使用できます。このメカニズムを使用すると、ユーザのボイス

メールボックスにあるメッセージの正確なステータスが MWI 通知に反映されます。

ephone-dn を sub-notify オプションで設定すると、Unified CME は Subscribe メッセージを Cisco 
Unity Express に送信し、MWI 通知用の電話機を登録します。新しいボイス メッセージが ephone-dn 
のボイスメールボックスに着信すると、Cisco Unity Express は MWI ステータスを更新します。Cisco 
Unity Express が ephone-dn の Subscribe メッセージを受信しなかった場合、Cisco Unity Express は新

しいメッセージが着信したときに、MWI ステータスを更新しません。

sub-notify オプションを使用するには、MWI 通知を受信するために登録された各 ephone-dn を、

Cisco Unified CME で次のように設定する必要があります。

リリース 12.3(11)T7 以前の Cisco IOS の場合

sip-ua
.
.

mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 
number 2010

.
ephone-dn 35

mwi sip

リリース 12.3(11)T7 以降の Cisco IOS の場合

sip-ua
.
.

mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 
number 2010

.
ephone-dn 35

mwi sip

Cisco SRST モードの場合

sip-ua
.
.

mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 
number 2010

.
call-manager-fallback.

mwi relay

（注） これらのコマンドで使用する SIP サーバ IP アドレスは、Cisco Unity Express の IP アドレスにする必

要があります。上記の例では 10.100.9.6 です。
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非要請通知

Cisco Unified CME と、SRST モードの Cisco Unified Communications Manager は、どちらも MWI 
通知の生成に unsolicited メカニズムを使用できます。このメカニズムを使用すると、ユーザのボイス

メールボックスにあるメッセージの正確なステータスが MWI 通知に反映されます。

unsolicited オプションでは、Cisco Unified CME が MWI 通知に対して、ephone-dn ごとに Cisco 
Unity Express にサブスクリプション要求を送信する必要がありません。Cisco Unity Express は、いず

れかの ephone-dn のボイスメールボックスに新しいメッセージを受信すると、Cisco Unified CME に 
Notify メッセージを送信します。このようにして、MWI ステータスに現在のボイスメールボックスの

メッセージのステータスが反映されます。

unsolicited オプションを使用するには、MWI 通知を受信するために登録されている各 ephone-dn を、

Cisco Unified CME で次のように設定する必要があります。

リリース 12.3(11)T7 以前の Cisco IOS の場合

telephony-service
.
.

mwi sip-server 10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited 
number 2010

.
ephone-dn 35

mwi sip

リリース 12.3(11)T7 以降の Cicso IOS の場合

sip-ua
.
.

mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited
number 2010

.
ephone-dn 35

mwi sip

For Cisco SRST Mode
sip-ua
.
.

mwi-server ipv4:10.100.9.6 transport udp port 5060 unsolicited
number 2010

.
call-manager-fallback.

mwi relay

（注） これらのコマンドで使用する SIP サーバ IP アドレスは、Cisco Unity Express の IP アドレスにする必

要があります。上記の例では 10.100.9.6 です。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. mwi sip {outcall | sub-notify | unsolicited}

4. end
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5. show ccn subsystem sip

詳細手順

例

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

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

SIP Gateway: 172.19.167.208
SIP Port Number: 5060
DTMF Relay: sip-notify, sub-notify
MWI Notification: sub-notify
Transfer Mode: consult (REFER)

MWI をオンおよびオフにした内線の設定（Cisco SRST モードでは使用不可）

Cisco Unity Express は、MWI をオンおよびオフにした内線を、影響を受ける電話機の内線番号ととも

に使用して、Cisco Unified CME への SIP 通話を生成します。その結果、電話機の MWI ライトの状態

が変わります。

この設定は、MWI 通知オプションが outcall に設定されている場合にだけ必要です（前述の「MWI 通
知オプションの設定」（P.64）の項を参照）。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定モードを開始します。

ステップ 3 mwi sip {outcall | sub-notify | unsolicited}

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# mwi sip sub-notify

SIP 通話の MWI 通知メソッドを指定します。デフォ

ルトは outcall です。

• outcall：SIP outcall を使用して MWI 通知を送

信します。

• sub-notify：SIP Notify を使用して MWI 通知を

送信します。

• unsolicited：SIP Unsolicited Notify を使用して 
MWI 通知を送信します。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定パラメータを表示します。
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前提条件

MWI をオンおよびオフにした内線が Cisco Unified CME に設定されていることを確認します。設定さ

れていない場合、MWI ライトは機能しません。

この手順に必要なデータ

MWI をオンおよびオフにした内線を設定するには次の情報が必要です。

• MWI オンの内線専用の内線番号

• MWI オフの内線専用の内線番号

概略手順

1. config t

2. ccn application ciscomwiapplication

3. parameter strMWI_ON_DN on-extension

4. parameter strMWI_OFF_DN off-extension

5. end

6. copy running-config startup-config

詳細手順

操作コマンド 目的

ステップ 1 config t

例：

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn application ciscomwiapplication

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn application 
ciscomwiapplication

MWI アプリケーションの設定モードを開始します。

ステップ 3 parameter strMWI_ON_DN on-extension

例：

se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
strMWI_ON_DN 8000

MWI オンの内線として、on-extension の値を割り当

てます。Cisco Unified CME で設定されているもの

と同じオンの内線を使用してください。

ステップ 4 parameter strMWI_OFF_DN off-extension

例：

se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
strMWI_OFF_DN 8001

MWI オフの内線として、off-extension の値を割り当

てます。Cisco Unified CME で設定されているもの

と同じオフの内線を使用してください。
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SIP MWI 通知へのエンベロープ情報の包含の設定

SIP MWI 通知にエンベロープ情報が含まれているかどうかを判別するには、mwi envelope-info コマ

ンドを使用します。

SIP MWI 通知へのエンベロープ情報の包含を有効にしても、Cisco Unity Express が、エンベロープ情

報を要求する MWI サブスクリプションを受け取るかどうかには影響しません。このコマンドは、SIP 
MWI 通知にエンベロープ情報が含まれていないかどうかを判別するだけであり、Cisco Unity Express 
が生成する MWI メッセージの内容だけに影響します。エンベロープ情報の包含を無効にしても、既存

の MWI サブスクリプションは終了しません。有効にすると、以降の MWI 通知には、エンベロープ情

報を要求した既存の MWI サブスクリプションのエンベロープ情報が含まれます。

前提条件

• Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョン。

• mwi envelope-info コマンドが有効なのは、mwi sip sub-notify コマンドが使用されている場合だ

けです。mwi sip sub-notify コマンドの詳細については、前述の 「MWI 通知オプションの設定」

（P.64）の項を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. mwi envelope-info

4. end

5. copy running-config startup-config

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

操作コマンド 目的
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詳細手順

一元化された Cisco Unity Express の設定

Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョンでは、一元管理機能を使用して、Cisco Unity Express NME 
または Cisco Unity Express SM-SRE-700-K9 を最大 10 の Cisco Unified CME システムと相互運用で

きます。

（注） Cisco Unity Express AIM-CUE/AIM2-CUE、NM-CUE、NM-CUE-EC、および ISM-SRE-300-K9 モ
ジュールでサポートされるのは、1 つの Cisco Unified CME システムだけです。

地理的に分散した Cisco Unified CME システムをWAN リンク上で Cisco Unity Express に接続できる

ようになりました。Cisco Unity Express は、これらの Cisco Unified CME システムのいずれかと共存

させることができます（必須ではありません）。

操作コマンド 目的

ステップ 1 config t

例：

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

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

SIP 設定モードを開始します。

ステップ 3 mwi envelope-info

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# mwi envelope-info

SIP MWI 通知へのエンベロープ情報の包含を有効に

します。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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図 1 一元化された Cisco Unity Express の展開トポロジ

10 を超える Cisco Unified CME システムを相互接続するには、Cisco Unified Messaging Gateway を
使用して、複数の Cisco Unity、Cisco Unity Express、およびサードパーティのメッセージング システ

ムを相互接続します。

（注） Cisco Unity Express は、Cisco Unified CME Extension Mobility（EM）ユーザのインポートと管理を
サポートしていません。ephone ユーザのインポートと管理だけがサポートされます。

一元管理機能の利点を 大限に活かすには、1 つの中央 Cisco Unified CME ゲートウェイを設定して会

社ダイヤル プランを管理する必要があります。この中央 Cisco Unified CME ゲートウェイは、「ローカ

ル」サイトと呼ばれる、システムで事前定義されたサイトです。ローカル サイトを削除することはで

きません。

Cisco Unity Express は、すべての発信通話と発信ファックスに対して 1 つの SIP ゲートウェイを使用

します。この SIP ゲートウェイは、会社のダイヤル プランを認識し、Cisco Unity Express からネット

ワーク内の Cisco Unified CME に通話をルーティングできる必要があります。このゲートウェイはサ

イトとは独立して設定されていますが、デフォルトでは、ローカル サイトの Cisco Unified CME に
ルーティングします。

MWI に対して Outcall または Unsolicited Notify を使用する場合は、MWI リレーが中央（ローカル）

Cisco Unified CME で有効になっている必要があります。また、他の Cisco Unified CME ルータは、

この Cisco Unified CME にサブスクライブする必要があります。中央 Cisco Unified CME は、各番号

が定義されている場所を把握し、それに応じて MWI メッセージを渡します。

MWI に対して Subscribe-Notify を使用する場合は、個々のゲートウェイで MWI サーバとして 
Cisco Unity Express を使用する必要があります。
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（注） Cisco Unity Express は、Cisco Unity Express と Cisco Unified CME の間で WAN リンクが切断された
場合の、自動 MWI 同期をサポートしません。同期がとれなくなった場合は、手動で MWI を同期させ
る必要があります。

詳細な MWI リレーのデザイン ガイドである、『Cisco Unified Communications Manager Express 
Solution Reference Network Design Guide』の MWI リレーに関する項は、

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/srnd/design/guide/cmesrnd.html にあります。

次に示すコマンドは、Cisco Unity Express が Cisco Unified Communications Manager モードで動作し

ている場合は使用できません。

次の手順では、Cisco Unified CME サイトをプロビジョニングする方法を示します。

– 「Cisco Unified CME サイトの定義（サイト プロビジョニング）」（P.72）
– 「Cisco Unified CME サイトの削除」（P.74）

（注） これらの手順は、Cisco Unity Express 3.1 以前のバージョンの、次の EXEC モード コマンドに置き換

わるものです。このコマンドは、Cisco Unity Express がサポートする 1 つの Cisco Unified CME をプ

ロビジョニングするために使用されていました。
web admin cme hostname [hostname] username [username] password [password] 
このコマンドは廃止されていませんが、複数の Cisco Unified CME システムを使用している場合、こ

のコマンドが適用されるのは中央（ローカル）サイトだけです。

Cisco Unified CME サイトの定義（サイト プロビジョニング）

前提条件

Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョン

概略手順

1. config t
2. site name [site-name | local ]

3. site-hostname hostname

4. description "text"
5. web username username password password
6. web credentials hidden username-password-hash
7. xml username username password password
8. xml credentials hidden username-password-hash
9. exit

10. username username site site-name
11. end
12. show site [site-name]

13. show users site [site-name] 
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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

設定モードを開始します。

ステップ 2 site name [site-name|local]

例：

se-10-0-0-0(config)# site name local

Cisco Unified CME サイトを作成します。

site-name：サイト名の構文はユーザ名と同じです。

大長は 32 文字で、英字、数字、ハイフン、ドット

を使用できます。

local：中央サイトの名前。

ステップ 3 site-hostname hostname

例：

se-10-0-0-0(config-site)# site-hostname 192.0.2.13

Cisco Unified CME サイトの DNS ホスト名または 
IP アドレスを設定します。

ステップ 4 description “text”

例：

se-10-0-0-0(config-site)# description “San Jose HQ”

サイトの説明を設定します。

text：特定のサイトの説明。説明の 大長は 64 文字

で、引用符で囲む必要があります。

ステップ 5 web username username password password

例：

se-10-0-0-0(config-site)# web username admin 
password pass18

サイトの Web ユーザ名と Web パスワードを設定し

ます。

username：サイトの Web ユーザ名。

password：サイトの Web パスワード。

ステップ 6 web credentials hidden username-password-hash

例：

se-10-0-0-0(config-site)# web credentials hidden 
"GixGRq8cUmGIZDg9c8oX9EnfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B
35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZ
Ngd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP"

サイトの非表示の Web 資格情報を設定します。

username-password-hash：サイトの Web ユーザ名

とパスワードの暗号化された資格情報。

ステップ 7 xml username username password password

例：

se-10-0-0-0(config-site)# xml username user42 
password password42

サイトの XML ユーザ名と Web パスワードを設定し

ます。

username：サイトの Web ユーザ名。

password：サイトの Web パスワード。

ステップ 8 xml credentials hidden username-password-hash

例：

se-10-0-0-0(config-site)# xml credentials hidden 
"GixGRq8cUmFqrOHVxftjAknfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B
35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZ
Ngd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP"

サイトの非表示の XML 資格情報を設定します。

username-password-hash：サイトの Web ユーザ名

とパスワードの暗号化された資格情報。

ステップ 9 exit

例：

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

サイト設定モードは変更しないで、設定モードに戻

ります。
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Cisco Unified CME サイトの削除

次の設定モードのコマンドは、サイトを削除します。ローカル サイトを削除することはできません。

no site name site-name

サイト名の構文はユーザ名と同じです。 大長は 32 文字で、英字、数字、ハイフン、ドットを使用で

きます。

例

次の例は、上記の設定の一部を示しています。

se-10-0-0-0# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
se-10-0-0-0(config)# site name Montreal
se-10-0-0-0(config-site)# site-hostname 192.0.2.13
se-10-0-0-0(config-site)# description HQ_Rue_St-Jacques
se-10-0-0-0(config-site)# web username admin password pass18

se-10-0-0-0(config-site)# xml username admin password pass24
se-10-0-0-0(config-site)# end
se-10-0-0-0# show site Montreal

Name         : Montreal
Description  : HQ_Rue_St-Jacques
Hostname     : 192.0.2.13
Web Username : admin
XML Username : admin

se-10-0-0-0# show users site local
USERID                           SITE
aesop                            local
cjwhite                          local

ステップ 10 username username site site-name

例：

se-10-0-0-0(config)# username jcwhite site sfo

指定されたユーザのサイトを設定します。誤った

ユーザ名またはサイト名を入力すると、エラー メッ

セージが表示されます。

username：サイトに関連付けられているユーザの

名前。

sitename：ユーザが関連付けられているサイトの名前。

ステップ 11 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show site [site-name]

例：

se-10-0-0-0# show site local

（オプション）サイトの情報を表示します。

site-name：情報を表示するサイトの名前。

サイト名を指定しない場合は、すべてのサイトの情

報が表示されます。

ステップ 13 show users site [site-name]

例：

se-10-0-0-0# show users site local

（オプション）サイトに関連付けられているユーザを

表示します。

site-name：ユーザを表示するサイトの名前。

コマンドまたは操作 目的
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huiwa                            local
jmoy                             local
keling                           local
user1                            local
user12                           local
user13                           local
user14                           local
user15                           local
user16                           local

se-10-0-0-0# 

一元化された Cisco Unity Express のファックス サポートの設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t
2. fax gateway inbound address {ip-address | hostname}
3. fax print E164-number site sitename
4. end
5. show fax configuration

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

設定モードを開始します。

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

例：

se-10-0-0-0(config)# fax gateway inbound address 
site8

着信ファックス ゲートウェイを設定します。

ip-address：着信ファックス ゲートウェイの IP アド

レス。

hostname：着信ファックス ゲートウェイの DNS ホ
スト名。

ステップ 3 fax print E164-number site sitename

例：

se-10-0-0-0(config)# fax print 555-0100 site site8

ファックスの印刷に使用する、サイトのファックス

番号を設定します。

E164-number：サイトのファックス番号。

sitename：（オプション）ファックスの印刷を設定す

るサイトのホスト名。サイト名を指定しない場合は、

ローカル サイトが設定されます。
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例

次の例では、着信ファックス ゲートウェイの IP アドレスが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# fax gateway inbound address 172.16.20.50
se-10-0-0-0(config)# end

次の例では、サイトのファックス番号が 555-0112 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# fax print 5550112 site site8
se-10-0-0-0(config)# end

次の例は、1 つのサイトだけが設定されている場合の、show fax configuration コマンドのサンプル出

力を示しています。

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

Outbound Fax Gateway:          172.16.50.38
Inbound Fax Gateway:           aesopits.aesop.com
Fax Printing Number:           1111

次の例は、複数のサイトが設定されている場合の、show fax configuration コマンドのサンプル出力を

示しています。

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

Outbound Fax Gateway:          172.16.50.38
Inbound Fax Gateway(s):          1.100.50.39, 1.100.60.98, 1.100.50.1

      Site           Fax Printing Number
      Local        6111
      San-jose    7854 

一元化された Cisco Unity Express のユーザ以外の同報リストの設定

一元化された Cisco Unity Express のユーザ以外の同報リストの設定するには、「パブリック同報リスト

の設定」（P.283） を参照してください。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show fax configuration

例：

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

（オプション）ファックスの設定を表示します。

コマンドまたは操作 目的
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RFC に準拠するための Cisco Unified CME SIP オプションの設定

Cisco Unity Express には、すべてのリリースの Cisco IOS との互換性を確保するための protocol コマ

ンドが用意されています。Cisco IOS リリース 12.4(2)T およびそれ以前のリリースは RFC 3261 に準拠

していません。このため、DTMF に sip-notify または sub-notify が使用された場合、Cisco Unity 
Express ソフトウェアを古い Cisco IOS リリースと正しく相互運用することができません。

この手順に必要なデータ

通話制御プラットフォームで実行されている Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem sip

3. protocol {pre-rfc3261 | rfc3261}

4. end

5. show ccn subsystem sip

詳細手順

操作コマンド 目的

ステップ 1 config t

例：

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem sip

例：

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

SIP サブシステムの設定モードを開始します。

ステップ 3 protocol {pre-rfc3261 | rfc3261}

例：

se-10-0-0-0(config-sip)# protocol rfc3261

RFC 3261 との互換性を保つためのプロトコル タイ

プを割り当てます。

• pre-rfc3261：通話制御プラットフォームがリ

リース 12.4(2)T よりも前の Cisco IOS を使用し

ている場合は、このオプションを使用します。

これがデフォルト値です。

• rfc3261：通話制御プラットフォームがリリース 
12.4(2)T 以降の Cisco IOS を使用している場合

は、このオプションを使用します。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn subsystem sip

例：

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

設定されている SIP サブシステムのパラメータを表

示します。
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システム コンポーネントの設定

JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）
例

次の例では、Cisco IOS リリース 12.4(2)T 以降を使用している通話プラットフォームの SIP オプショ

ンを RFC 3261 に設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn subsystem sip
se-10-0-0-0(config-sip)# protocol rfc3261
se-10-0-0-0(config-sip)# end
se-10-0-0-0#

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

se-10-0-0-0# show ccn subsystem sip
SIP Gateway:                            10.10.5.1
SIP Port Number:                        5060
DTMF Relay:                             sip-notify,sub-notify
MWI Notification:                       sub-notify
Transfer Mode:                          refer-consult
SIP RFC Compliance: RFC3261

JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified 
Communications Manager に限る）

Cisco Unity Express が Cisco Unified Communications Manager と通信するために必要なパラメータを

設定するには、この手順を使用します。これらのパラメータには次のものがあります。

• 大 3 つの Cisco Unified Communications Manager サーバ

• JTAPI ユーザ ID およびパスワード

• Cisco Unified Communications Manager に設定され、Cisco Unified Communications Manager 
JTAPI ユーザに関連付けられている JTAPI の CTI ポート

• MWI で使用するオプションの個別の CTI ポート

（注） MWI の CTI ポートを設定するには、Cisco Unified Communications Manager に、CTI ポート

の設定時に指定する DN が割り当てられた CTI ポートがあり、その DN が Cisco Unity Express 
JTAPI アプリケーション ユーザによって制御されている必要があります。

Cisco Unity Express に MWI ポートが設定されていても DN が使用されていない場合や、

Cisco Unity Express がポートを登録できない場合、通知は生成されません。MWI ポートが設

定されていない場合、Cisco Unity Express は、ctiports コマンドで設定された CTI ポートのい

ずれかを使用します。

Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Express バージョンの互換性

バージョンに応じて、Cisco Unity Express は、Cisco Unified Communications Manager の異なるバー

ジョンと連動するように設定できます。詳細については、『Cisco Unity Express Compatibility Matrix』
を参照してください。

異なるバージョンの Cisco Unified Communications Manager と組み合せて Cisco Unity Express をイン

ストールする場合、または Cisco Unified Communications Manager のバージョンをアップグレードす

る場合に、次のシナリオが適用されます。
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システム コンポーネントの設定

JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）
• デフォルトでは、Cisco Unity Express の各バージョンは、Cisco Unified Communications 
Manager の特定のバージョンと連動するようにセットアップされます。Cisco Unified 
Communications Manager の IP アドレスまたはホスト名の設定後は、設定を有効にするために、

その Cisco Unity Express モジュールをリロードする必要があります。リロードすると、

Cisco Unity Express は、設定された Cisco Unified Communications Manager のバージョンがサ

ポートされるデフォルトのバージョンでない場合に、再び自動的にリロードを行います。

• Cisco Unity Express によって使用されている Cisco Unified Communications Manager サーバが

アップグレードされた場合、Cisco Unity Express は新しいバージョンの Cisco Unified 
Communications Manager と連動するようシステム ファイルをリロードして更新します。これ以外

にユーザが行うべき操作はありません。

前提条件

MWI で個別の CTI ポートを使用するには、リリース 3.2 以降を使用する必要があります。

この手順に必要なデータ

JTAPI パラメータを設定するには、次の情報が必要です。

• プライマリ、セカンダリ、およびターシャリの Cisco Unified Communications Manager サーバの 
IP アドレスまたはホスト名。

• Cisco Unified Communications Manager の JTAPI ユーザ ID およびパスワード。パスワードは、大

文字と小文字が区別されます。これらの値は、Cisco Unified Communications Manager に設定さ

れた JTAPI ユーザ ID およびパスワードと一致する必要があります。

• CTI ポートのリスト。

• MWI で個別の CTI ポートを使用するための、Cisco Unified Communications Manager に割り当て

られ、Cisco Unity Express JTAPI アプリケーション ユーザによって制御される DN のリスト。

（注） Cisco Unified Communications Manager 5.0 以降のバージョンを使用している場合は、AXL サービス

がアクティブであることを確認してください。確認するには、Cisco Unified Communications Manager 
サービスアビリティ Web サイトにアクセスし、[Tools] > [Service Activation] をクリックします。

Cisco AXL Web サービスを検索してください。

概略手順

1. config t

2. ccn subsystem jtapi

3. ccm-manager address {primary-server-ip-address | primary-server-hostname} 
{secondary-server-ip-address | secondary-server-hostname} 
{tertiary-server-ip-address | tertiary-server-hostname}

4. ccm-manager username jtapi-user-id password jtapi-user-password

5. ctiport cti-port-number

6. mwiport dn-number

7. redirect-css cti-port {ccm-default | calling-party | redirecting-party}

8. redirect-css route-point {ccm-default | calling-party | redirecting-party}
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システム コンポーネントの設定

JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）
9. end

10. show ccn subsystem jtapi

11. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn subsystem jtapi

例：

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

JTAPI 設定モードを開始します。

ステップ 3 ccm-manager address {primary-server-ip-address | 
primary-server-hostname} 
{secondary-server-ip-address | 
secondary-server-hostname} 
{tertiary-server-ip-address | 
tertiary-server-hostname}

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager address 
10.100.10.120
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager address 
10.100.10.120 10.120.10.120 10.130.10.120

Cisco Unified Communications Manager サーバを

大 3 つまで指定します。サーバの IP アドレスまたは

ホスト名は、1 つのコマンドラインまたは別個のコ

マンドラインで入力します。別個のコマンドライン

で入力した場合、サーバがプライマリ サーバ、セカ

ンダリ サーバ、およびターシャリ サーバの順に割り

当てられます。

（注） これらの変更を有効にするには、システムを

再起動します。

ステップ 4 ccm-manager username jtapi-user-id password 
jtapi-user-password

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# ccm-manager username 
jtapiuser password myjtapi

JTAPI ユーザ ID およびパスワードを指定します。パ

スワードは、大文字と小文字が区別されます。これ

らの値は、Cisco Unified Communications Manager 
に設定された JTAPI ユーザ ID およびパスワードと

一致する必要があります。

（注） これらの変更を有効にするには、システムを

再起動します。

ステップ 5 ctiport cti-port1 cti-port2 cti-port3 cti-port4...

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 7008
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 7009
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 7010
se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 7011

se-10-0-0-0(config-jtapi)# ctiport 6001 6002 6003 
6004 6005 6006 6007 6008

Cisco Unified Communications Manager に設定さ

れ、Cisco Unified Communications Manager JTAPI 
ユーザに関連付けられている JTAPI の CTI ポートを

指定します。

このコマンドを繰り返して、複数のポート番号を入

力するか、1 行にポートを入力します。各モジュー

ル タイプでサポートされる 大ポート数まで指定で

きます。サポートされる 大ポート数については、

『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照して

ください。

ステップ 6 mwiport dn-number

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# mwiport 44

（オプション）MWI で使用する個別の CTI ポートを

設定します。DN は、（ctiport コマンドを使用して

設定された）いずれかの CTI ポートで使用されるも

のとは異なる DN にする必要があります。
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システム コンポーネントの設定

JTAPI パラメータの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）
例

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

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

Cisco Call Manager:                    10.100.10.120
CCM JTAPI Username: jtapiuser
CCM JTAPI Password: *****
Call Control Group 1 CTI ports:         7008,7009,7010,7011
Call Control Group 1 MWI port:          4210
CSS for redirects from route points:    ccm-default
CSS for redirects from CTI ports:       redirecting-party

ステップ 7 redirect-css cti-port {ccm-default | calling-party | 
redirecting-party}

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# redirect-css cti-port 
redirecting-party

（オプション）通話を CTI ポートから他の場所にリ

ダイレクトするためのコーリング サーチ スペースを

指定します。

• ccm-default：Cisco Unity Express でコーリン

グ サーチ スペースを指定しないでリダイレクト

します。

• calling-party：元の発信者のコーリング サーチ 
スペースを使用してリダイレクトします。

• redirecting-party：リダイレクト側のコーリング 
サーチ スペースを使用してリダイレクトします。

ステップ 8 redirect-css route-point {ccm-default | 
calling-party | redirecting-party}

例：

se-10-0-0-0(config-jtapi)# redirect-css cti-port 
calling-party

（オプション）通話をルート ポイントから CTI ポー

トにリダイレクトするためのコーリング サーチ ス
ペースを指定します。

• ccm-default：Cisco Unity Express でコーリン

グ サーチ スペースを指定しないでリダイレクト

します。

• calling-party：元の発信者のコーリング サーチ 
スペースを使用してリダイレクトします。

• redirecting-party：リダイレクト側のコーリング 
サーチ スペースを使用してリダイレクトします。

ステップ 9 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ccn subsystem jtapi

例：

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

設定された JTAPI パラメータを表示します。

ステップ 11 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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スクリプトの管理
スクリプトの管理
Cisco Unity Express は、その Cisco Unity Express Editor ソフトウェアを通じて、ビルディング ブロッ

ク（ステップとも呼ばれる）をユーザに提供します。これを使用すると、自動受付アプリケーションま

たは IVR アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションのカスタマイズした通話フローを作成

できます。これらの通話フローは、AEF ファイル（スクリプトとも呼ばれる）として保存できます。

Cisco Unity Express にはいくつかの内部スクリプトが付属し、これらはシステム スクリプトと呼ばれ

ます。これらのシステム スクリプトは、ダウンロード、変更、または削除できません。サポートされ

るカスタム スクリプトの数は、ハードウェア モジュールおよびリリースで決まります。詳細について

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

スクリプトをカスタマイズするには、次の手順を実行する必要があります。

• 「スクリプト ファイルの作成」（P.82）

• 「スクリプト ファイルのアップロード」（P.83）

• 「既存のスクリプトのリストの表示」（P.83）

• （オプション）「スクリプト ファイルのダウンロード」（P.84）

• （オプション）「スクリプト ファイルの削除」（P.84）

スクリプト ファイルの作成

スクリプト ファイルを作成するには、Cisco Unity Express Editor ソフトウェアを使用します。スクリ

プト ファイルを作成するためのガイドラインと手順については、『Cisco Unity Express Guide to 
Writing Auto-Attendant Scripts』を参照してください。

ファイルのサイズを 256 KB より大きくすることはできません。Cisco Unity Express 3.1 からは、

Editor Express でもスクリプト ファイルを作成できるようになりました。Editor Express には、GUI オ
プションの [System] > [Scripts] > [New] を使用してアクセスできます。

（注） Cisco Unity Express Editor Express が提供する機能は、Cisco Unity Express スクリプト エディタで使

用可能な機能のサブセットにすぎません。Cisco Unity Express Editor Express は、単純な通話フローの

カスタマイズにだけ使用してください。

スクリプトを作成したら、GUI または Cisco Unity Express の ccn copy コマンドを使用して、ファイ

ルを Cisco Unity Express モジュールにアップロードします。アップロードの手順については、次の項

の「スクリプト ファイルのアップロード」（P.83）を参照してください。

（注） Cisco Unity Express Editor Express を使用してスクリプトを作成した場合、スクリプトは直接 Cisco 
Unity Express モジュールに保存されるので、アップロードする必要はありません。
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システム コンポーネントの設定

スクリプトの管理
スクリプト ファイルのアップロード

AEF ファイルを作成したら、Cisco Unity Express EXEC モードで次のような ccn copy url コマンドを

使用して、そのファイルをアップロードします。

ccn copy url ftp://source-ip-address/script-filename.aef script script-filename.aef 
[username username password password]

例：
se-10-0-0-0# ccn copy url ftp://10.100.10.123/AVTscript.aef script AVTscript.aef
se-10-0-0-0# ccn copy url http://www.server.com/AVTscript.aef script AVTscript.aef

このコマンドは、GUI オプション [Voice Mail] > [Scripts] を使用して [Upload] を選択した場合と同じ

処理を実行します。

Cisco Unity Express モジュールで許可されている 大スクリプト数より多くアップロードしようとす

ると、エラー メッセージが表示されます。

既存のスクリプトのリストの表示

モジュール上に存在するスクリプト ファイルの詳細を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー

ドで次のコマンドを使用します。

show ccn scripts

例：
se-10-0-0-0# show ccn scripts

Name:                         setmwi.aef
Script type:                  aa
Create Date:                  Wed May 30 19:49:05 PDT 2007
Last Modified Date:           Wed May 30 19:49:05 PDT 2007
Length in Bytes:              27768
                                                                                
Name:                         xfermailbox.aef
Script type:                  aa
Create Date:                  Wed May 30 19:49:14 PDT 2007
Last Modified Date:           Wed May 30 19:49:14 PDT 2007
Length in Bytes:              7579

Name:                         aal.aef
Script type:                  aa
Create Date:                  Thu May 31 22:16:33 PDT 2007
Last Modified Date:           Thu May 31 22:16:33 PDT 2007
Length in Bytes:              10035
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プロンプトの管理
スクリプト ファイルのダウンロード

スクリプトは、自動受付からコピーして、別のサーバまたは PC に保存できます。

スクリプト ファイルをダウンロードまたはコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn 
copy script コマンドを次のように入力します。

ccn copy script script-filename url ftp://destination-ip-address/script-filename

例：
se-10-0-0-0# ccn copy script AVTscript.aef url ftp://10.100.10.123/AVTscript.aef

スクリプト ファイルの削除

自動受付スクリプト ファイルを Cisco Unity Express から削除するには、Cisco Unity Express EXEC 
モードで ccn delete コマンドを次のように入力します。

ccn delete script script-filename

例：
se-10-0-0-0# ccn delete script AVTscript.aef
Are you sure you want to delete this script? (y/n)

プロンプトの管理
Cisco Unity Express は、カスタマイズされたプロンプト ファイルをサポートします。ご使用のハード

ウェア モジュールでサポートされる、カスタマイズされたプロンプトの数については、該当するリ

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

プロンプトをカスタマイズするには、次の手順を実行する必要があります。

• 「プロンプト ファイルの録音」（P.84）（必須）

• 「プロンプト ファイルのアップロード」（P.85）（必須）

• 「プロンプト ファイルのダウンロード」（P.86）（オプション）

• 「プロンプト ファイルの名前変更」（P.86）（オプション）

• 「プロンプト ファイルの削除」（P.86）（オプション）

• 「プロンプト ファイルの録音」（P.87）（オプション）

プロンプト ファイルの録音

プロンプト ファイルを作成するには、次の 2 つの方法が使用できます。

• G.711 U-law、8 kHz、8 ビット、Mono 形式で wav ファイルを作成する。ファイルのサイズは 1 
MB（約 2 分）よりも大きくできません。wav ファイルを録音したら、GUI または 
Cisco Unity Express の CLI コマンド ccn copy url を使用して、ファイルを Cisco Unity Express 
モジュールにコピーまたはアップロードします。アップロードの手順については、次の項の「プロ

ンプト ファイルのアップロード」を参照してください。
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プロンプトの管理
• Cisco Unity Express には、Administration via Telephone（AvT）というアプリケーションが組み

込まれています。これにより、電話機を使用して、カスタマイズしたプロンプト ファイルをモ

ジュールに直接録音できます。AvT の詳しい設定方法と使用方法については、「Administration via 
Telephone アプリケーションの設定」（P.203）の項を参照してください。

AvT を使用すると、他の方法で録音した .wav ファイルより高品質のサウンドが実現されるため、

TUI で AvT を使用してグリーティングおよびプロンプトを録音することをお勧めします。

プロンプト ファイルのアップロード

.wav プロンプト ファイルを録音したら、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn copy url コマンド

を使用して、そのファイルをアップロードします。

ccn copy url source-ip-address prompt prompt-filename [language xx_YY] [username 
name password password]

ここで、prompt-filename はアップロードするファイル、xx_YY はプロンプト ファイルの言語、name 
は FTP サーバのログイン ID、password は FTP サーバのパスワードです。

オプションの language パラメータを使用すると、プロンプトのアップロード先の言語ディレクトリを

指定できます。コマンドで指定した言語がモジュールにインストールされていない場合は、エラー 
メッセージが表示されます。この CLI コマンドで language パラメータを省略した場合、プロンプトは

デフォルトのシステム言語ディレクトリにアップロードされます。

例：

se-10-0-0-0# ccn copy url ftp://10.100.10.123/AAprompt1.wav prompt AAprompt1.wav
se-10-0-0-0# ccn copy url http://www.server.com/AAgreeting.wav prompt AAgreeting.wav

このコマンドは、GUI オプション [Voice Mail] > [Prompts] を使用して [Upload] を選択した場合と同

じ処理を実行します。

Cisco Unity Express モジュールで許可されている 大プロンプト数より多くアップロードしようとす

ると、エラー メッセージが表示されます。

既存のプロンプト ファイル リストの表示

モジュール上に存在するプロンプト ファイルの詳細を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー

ドで次のコマンドを使用します。

show ccn prompts [language xx_YY]

オプションの language パラメータを使用すると、一覧表示するプロンプトが格納された言語ディレク

トリを指定できます。この CLI コマンドで language パラメータを省略した場合は、すべての言語ディ

レクトリに格納されたプロンプトが一覧表示されます。

例：

se-10-0-0-0# show ccn prompts

Name: AAWelcome.wav
Language: en_US
Last Modified Date: Tue May 29 22:41:44 PDT 2007
Length in Bytes: 15860

Name: AABusinessClosed.wav
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Language: en_US
Last Modified Date: Tue May 29 22:41:44 PDT 2007
Length in Bytes: 26038Name: AABusinessOpen.wavLanguage: en_USLast Modified Date: Tue May 
29 22:41:44 PDT 2007Length in Bytes: 1638Name: AAHolidayPrompt.wavLanguage: en_USLast 
Modified Date: Tue May 29 22:41:44 PDT 2007Length in Bytes: 24982

プロンプト ファイルのダウンロード

プロンプトは、Cisco Unity Express モジュールからコピーして、別のサーバまたは PC に保存できま

す。

プロンプト ファイルをコピーまたはダウンロードするには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn 
copy prompt コマンドを次のように入力します。

ccn copy prompt prompt-filename url ftp://destination-ip-address/prompt-filename 
[language xx_YY] [username name password password]

ここで、prompt-filename はダウンロードするファイル、destination-ip-address は FTP サーバの IP ア
ドレス、xx_YY はダウンロードするプロンプト ファイルが格納された言語ディレクトリ、name は FTP 
サーバのログイン ID、password は FTP サーバのパスワードです。

例：

se-10-0-0-0# ccn copy prompt AAprompt2.wav url ftp://10.100.10.123/AAprompt2.wav

プロンプト ファイルの名前変更

すでに Cisco Unity Express モジュール上に存在するプロンプト ファイルの名前を変更するには、

Cisco Unity Express EXEC モードで ccn rename prompt コマンドを次のように入力します。

ccn rename prompt old-name new-name [language xx_YY] 

ここで、old-name は既存のファイル名、new-name は変更後の名前、xx_YY は名前を変更するプロン

プトが格納された言語ディレクトリです。この CLI コマンドで language パラメータを省略した場合、

デフォルトのシステム言語ディレクトリに格納されたプロンプトの old-name が名前変更されます。

その言語ディレクトリにプロンプトの old-name が存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。

例：

se-10-0-0-0# ccn rename prompt AAmyprompt.wav AAmyprompt2.wav

プロンプト ファイルの削除

プロンプト ファイルを Cisco Unity Express モジュールから削除するには、Cisco Unity Express EXEC 
モードで ccn delete コマンドを次のように入力します。

ccn delete prompt prompt-filename [language xx_YY] 

ここで、prompt-filename は削除するファイル、xx_YY は削除するプロンプトが格納された言語ディレ

クトリです。この CLI コマンドで language パラメータを省略した場合、システムはこのプロンプト 
ファイルをデフォルトのシステム言語ディレクトリから削除しようとします。

その言語ディレクトリにプロンプトの prompt-filename が存在しない場合は、エラー メッセージが表

示されます。
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例：

se-10-0-0-0# ccn delete prompt AAgreeting.wav

プロンプト ファイルの録音

AvT アプリケーションを使用すると、既存のプロンプト ファイルを再録音できます。

AvT を使用してプロンプトを再録音する方法の詳細については、「Administration via Telephone アプリ

ケーションの設定」（P.203）を参照してください。

アプリケーションの管理
スクリプトとプロンプトをアップロードしてアプリケーションの事前タスクが完了したら、Cisco 
Unity Express モジュール上にアプリケーションを作成する必要があります。

Cisco Unity Express では、次に示す 2 つのタイプのアプリケーションがサポートされています。

• 自動受付アプリケーション：このオプションは、基本ボイスメール ライセンスで使用できます。

• 自動音声応答（IVR）アプリケーション：IVR アプリケーションを作成するには、IVR ライセンス

を購入してインストールする必要があります。

Cisco Unity Express にはいくつかの内部アプリケーションが付属し、これらはシステム アプリケー

ションと呼ばれます。これらのシステム アプリケーションを削除することはできません。

Cisco Unity Express 上に作成できるカスタム自動受付アプリケーションの 大数は、ハードウェアの

種類に関係なく 4 つです。作成できるカスタム IVR アプリケーションの 大数は、ハードウェア モ
ジュールごとに異なります。ご使用のシステムで作成できるカスタム IVR アプリケーションの 大数

については、該当するリリースの『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。

この項ではアプリケーションを管理する手順について説明します。次の項が含まれています。

• 「アプリケーションの作成と変更」（P.87）（必須）

• 「アプリケーションのスクリプト パラメータ」（P.90）

• 「アプリケーションの削除」（P.91）

アプリケーションの作成と変更

アプリケーションを作成または変更するには、次の手順を使用します。

この手順に必要なデータ

• アプリケーション名。

• アプリケーションのスクリプト名。

• Maxsessions 値。「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」（P.102）を参照してくだ

さい。

• スクリプトに必要な各パラメータの名前と値。これらの要素は、作成したスクリプトによって異な

る場合があります。
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（注） スクリプトの作成方法の詳細については、『Cisco Unity Express Guide to Writing and Editing 
Scripts』を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn application full-name [aa | ivr]

3. default [description | enabled | maxsessions | script | parameter name]

4. description "text"

5. maxsessions number

6. no [description | enabled | maxsessions | script | parameter name]

7. parameter name "value"

8. script name 

9. enabled

10. end

11. show ccn application [aa | ivr]

12. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn application full-name [aa | ivr]

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn application myscript aa

設定対象のアプリケーションを指定し、設定モー

ドを開始します。full-name 引数には、設定する

アプリケーションの名前を指定します。

オプションのパラメータ aa は、設定対象のアプ

リケーションが自動受付アプリケーションである

ことを示します。オプションのパラメータ ivr 
は、設定対象のアプリケーションが IVR アプリ

ケーションであることを示します。デフォルトの

アプリケーション タイプは（オプションのパラ

メータを何も指定しなかった場合）自動受付アプ

リケーションです。
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ステップ 3 default [description | enabled | maxsessions | script | 
parameter name]

例：

se-10-0-0-0(config-application)# default maxsessions

（オプション）次の説明に従ってアプリケーショ

ン設定をリセットします。

• description：description をアプリケーショ

ンの名前に設定します。

• enabled：アプリケーションを使用可能にし

ます。

• maxsessions：maxsessions 値を、そのアプ

リケーション タイプのライセンス ポート数

に設定します。

• script：効果なし。

• parameter name：スクリプトのデフォルト

値を使用します。

ステップ 4 description “text”

例：

se-10-0-0-0(config-application)# description “my 
application”

（オプション）アプリケーションの説明を入力し

ます。テキストは引用符で囲みます。

ステップ 5 maxsessions number

例：

se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 5

このアプリケーションに同時にアクセスできる発

信者の数を指定します。

ステップ 6 no [description | enabled | maxsessions | script | 
parameter name]

例：

se-10-0-0-0(config-application)# no description

（オプション）次の説明に従ってアプリケーショ

ン設定をリセットします。

• description：このアプリケーションの説明

を削除します。

• enabled：アプリケーションを使用不可にし

ます。

• maxsessions：maxsessions 値をゼロに設定

します。

• script：効果なし。

• parameter name：効果なし。

ステップ 7 parameter name “value”

例：

se-10-0-0-0(config-application)# parameter MaxRetry “4”
se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
WelcomePrompt “Welcome.wav”

アプリケーションのスクリプト パラメータを設

定します。各パラメータには、引用符で囲まれた

名前と値が必要です。スクリプト パラメータの

詳細については、「アプリケーションのスクリプ

ト パラメータ」（P.90）を参照してください。

ステップ 8 script name 

例：

se-10-0-0-0(config-application)# script myscript.aef 

アプリケーションに使用するスクリプトの名前を

指定します。

ステップ 9 enabled

例：

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

アプリケーションをシステムにアクセスできるよ

うにします。

コマンドまたは操作 目的
89
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

システム コンポーネントの設定

アプリケーションの管理
例

次の例は、show ccn application の出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn application

Name:                                   myscript
Description:                            Application Type: aa
Script:                                 myscript.aef
ID number:                              2
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             5
MaxRetry:         4
WelcomePrompt: Welcome.wav
se-10-0-0-0#

アプリケーションのスクリプト パラメータ

Cisco Unity Express スクリプト エディタでスクリプトを作成するとき、一部のスクリプト変数を「パ

ラメータ」として指定できます。これらの「パラメータ」の値は、Cisco Unity Express スクリプト エ
ディタでスクリプトを編集しなくても、Cisco Unity Express 設定コマンドを使用して簡単に変更でき

ます。これには次の 2 つの利点があります。

• 同じスクリプトを複数の場所に展開でき、その場合でも、特定の場所に合せて、ある程度までスク

リプトのフローをカスタマイズでき、ロケーションごとにスクリプトを変える必要はありません。

たとえば、発信者を歓迎する「Welcome to ABC stores」などのプロンプトを再生してから発信者

をオペレータに転送する、単純なスクリプトを作成できます。この初期プロンプトとオペレータ内

線番号は、スクリプトの作成時にパラメータとして指定できます。その後、同じスクリプトを複数

の場所に展開し、Cisco Unity Express 設定コマンドで初期プロンプトとオペレータ内線番号を変

更できます。

• 同じスクリプトを使用して複数のアプリケーションを作成できますが、スクリプト パラメータの

さまざまな値を使用することにより、呼び出されるアプリケーションに応じて、発信者に異なる環

境を提供することができます。

スクリプト パラメータのリストを表示するには、そのスクリプトを使用してアプリケーションを作成し

た後、show ccn application コマンドを使用してパラメータとそのデフォルト値のリストを表示します。

そのパラメータの値を変更するには、「アプリケーションの作成と変更」（P.87）のステップ 7 を参照し

てください。

ステップ 10 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ccn application [aa | ivr]

例：

se-10-0-0-0# show ccn application ivr

指定されたアプリケーション タイプの詳細を表

示します。アプリケーション タイプを指定しな

かった場合は、システム上のすべてのアプリケー

ションが表示されます。

ステップ 12 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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アプリケーションの削除

保持する必要のないアプリケーションがある場合は、この手順を実行してアプリケーションとそのアプ

リケーションに関連付けられているすべてのトリガーを削除します。

アプリケーションとトリガーを削除しても、そのアプリケーションに関連付けられているスクリプトは 
Cisco Unity Express モジュールにインストールされたままになります。

Cisco Unity Express に付属する次のシステム アプリケーションは削除できません。

• autoattendant

• ciscomwiapplication

• msgnotification

• promptmgmt（AvT アプリケーション）

• voicemail

この手順に必要なデータ

アプリケーションを削除するには、次の情報が必要です。

• アプリケーション名

• アプリケーションに関連付けられているすべてのトリガー番号または URL 名

概略手順

1. show ccn application

2. show ccn trigger

3. config t

4. no ccn trigger [sip | jtapi | http] phonenumber number

5. no ccn application name

6. exit

7. show ccn application

8. show ccn trigger

9. copy running-config startup-config

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 show ccn application

例：

se-10-0-0-0# show ccn application

現在設定されているアプリケーションを表示します。

削除するアプリケーションの名前を見つけます。

ステップ 2 show ccn trigger

例：

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

現在設定されているトリガーを表示します。削除

するアプリケーションに関連付けられている電話

番号を見つけます。
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show ccn application コマンドおよび show ccn trigger コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show ccn application

Name: voicemail
Description: voicemail
Script: voicebrowser.aef
ID number: 1
Enabled: yes
Maximum number of sessions: 8
logoutUri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/mbxLogout.jsp
uri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml

Name:                                   autoattendant
Description:                            autoattendant
Script:                                 aa.aef
ID number:                              2
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
MaxRetry:                               3
operExtn:                               0

ステップ 3 config t

例：

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

設定モードを開始します。

ステップ 4 no ccn trigger [sip | jtapi | http] phonenumber number

例：

se-10-0-0-0(config)# no ccn trigger sip phonenumber 
7200

このアプリケーションに関連付けられているトリ

ガーを削除します。アプリケーションに関連付け

られているトリガーごとに、このコマンドを繰り

返します。

ステップ 5 no ccn application name

例：

se-10-0-0-0(config)# no ccn application autoattendant

指定した名前のアプリケーションを削除します。

ステップ 6 exit

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ccn application

例：

se-10-0-0-0# show ccn application

現在設定されているアプリケーションを表示しま

す。削除したアプリケーションが表示されていな

いことを確認します。

ステップ 8 show ccn trigger

例：

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

設定済みの各アプリケーションのトリガーを表示

します。削除したトリガーが表示されていないこ

とを確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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welcomePrompt:                          AAWelcome.wav
se-10-0-0-0#

Name:                                   myapplication
Description:                            My AA application
Script:                                 myscript.aef
ID number:                              3
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
MaxRetry:                               3
operExtn:                               0
welcomePrompt:                          NewAAWelcome.wav
se-10-0-0-0#

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

Name:                         6500
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   3

Name:                         6700
Type:                         SIP
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8

Name:                         7200
Type:                         SIP
Application:                  myapplication
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#

次の設定では、自動受付アプリケーションとそのトリガーが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no ccn trigger sip phonenumber 50170
se-10-0-0-0(config)# no ccn application myapplication
se-10-0-0-0(config)# exit

show コマンドの出力結果は、次のようになります。

se-10-0-0-0# show ccn application

Name:                                   voicemail
Description:                            voicemail
Script:                                 voicebrowser.aef
ID number:                              1
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
logoutUri:                              http://localhost/voicemail/vxmlscripts/m
bxLogout.jsp
uri:                                    http://localhost/voicemail/vxmlscripts/l
ogin.vxml
se-10-0-0-0#
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Name:                                   autoattendant
Description:                            autoattendant
Script: aa.aef
ID number:                              2
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
MaxRetry:                              3
operExtn: 0
welcomePrompt: AAWelcome.wav
se-10-0-0-0#

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

Name:                         6500
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   3

Name:                         6700
Type:                         SIP
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 5000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#

トリガーの管理
トリガーはアプリケーションを起動する着信イベントであり、呼び出されたアプリケーションは、その

アプリケーションに関連付けられたスクリプトの実行を開始します。たとえば、着信イベントとして

は、着信通話や着信 HTTP 要求があります。

アプリケーションの作成と設定の完了後は、Cisco Unity Express モジュール上にそのアプリケーショ

ンを指すトリガーを作成する必要があります。

Cisco Unity Express では、次に示す 3 つのタイプのトリガーがサポートされています。

• SIP トリガー：Cisco Unified CME および Cisco SRST モードでアプリケーションを起動するには、

このタイプのトリガーを使用します。このタイプのトリガーは、対象のアプリケーションを起動す

るためにダイヤルする電話番号によって識別されます。

• JTAPI トリガー：Cisco Unified Communications Manager モードでアプリケーションを起動する

には、このタイプのトリガーを使用します。このタイプのトリガーは、対象のアプリケーションを

起動するためにダイヤルする電話番号によって識別されます。

• HTTP トリガー：着信 HTTP 要求を使用してアプリケーションを起動するには、このタイプのトリ

ガーを使用します。このようなトリガーは、着信 HTTP 要求の URL サフィックスによって識別さ

れます。このタイプのトリガーは、IVR ライセンスを購入し、システムにインストールしてある場

合にだけ使用できます。

Cisco Unity Express には、いくつかの内部トリガーが付属し、これらはシステム トリガーと呼ばれま

す。これらのシステム トリガーを削除することはできません。

この項ではトリガーを管理する手順について説明します。次の項で構成されています。

• 「アプリケーションの SIP トリガーの設定」（P.95）
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• 「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」

（P.99）

• 「アプリケーションの HTTP トリガーの設定」（P.102）

• 「アプリケーションに対する複数のトリガーの設定」（P.102）

• 「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」（P.102）

アプリケーションの SIP トリガーの設定

Cisco Unity Express は、SIP を使用して Cisco Unified CME および Cisco SRST モードで着信通話を処

理します。Cisco Unity Express をこれらのモードのいずれかで展開する場合は、アプリケーションを着

信通話で起動できるよう、アプリケーションの SIP トリガーを設定する必要があります。このタイプの

トリガーは、対象のアプリケーションを起動するためにダイヤルする電話番号によって識別されます。

SIP トリガーを識別する電話番号は、Cisco IOS SIP ゲートウェイで設定されているダイヤルピアと一致

している必要があります。この電話番号の着信通話を Cisco Unity Express で正しく処理できるようにす

るためには、次のようにして Cisco IOS SIP ゲートウェイにダイヤルピアを設定する必要があります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# dial-peer voice 6000 voip
se-10-0-0-0(config)# destination-pattern 6...
se-10-0-0-0(config)# session protocol sipv2
se-10-0-0-0(config)# session target ipv4:1.100.50.125
se-10-0-0-0(config)# dtmf-relay sip-notify
se-10-0-0-0(config)# codec g711ulaw
se-10-0-0-0(config)# no vad

（注） ダイヤルピア上で VAD が OFF になっていることを確認してください。このダイヤルピアは g711ulaw 
コーデックを使用するよう設定され、セッション ターゲットは Cisco Unity Express モジュールを指し

ています。

Cisco Unity Express では、ハードウェアのタイプに関係なく、アプリケーション全体で 大 8 つの SIP 
トリガーがサポートされています。

この手順に必要なデータ

アプリケーションの SIP トリガーを設定するには、次の情報が必要です。

• アプリケーションを呼び出す電話番号。この番号は、アプリケーションごとに異なったものにする

必要があります。number の値は、Cisco Unity Express を指している SIP ダイヤルピアの 
destination-pattern フィールドに設定されているパターンの 1 つと一致している必要があります。

• トリガーに同時にアクセスできる 大発信者数。この値の割り当てに関するガイドラインについて

は、「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」（P.102）を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn trigger sip phonenumber number

3. application application-name

4. enabled

5. maxsessions number
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6. locale xx_YY

7. end

8. show ccn trigger

9. copy running-config startup-config

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)# config t

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn trigger sip phonenumber number

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 
50150
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 
50160

トリガーとして機能する電話番号を指定します。こ

の電話番号により、Cisco Unity Express モジュール

上のアプリケーションが起動し、トリガー設定モー

ドが開始されます。

• number：この値は、Cisco Unity Express を指し

ている SIP ダイヤルピアの destination-pattern 
フィールドに設定されているパターンの 1 つと

一致している必要があります。

（注） Cisco Unity Express 8.0 から、数字とワイル

ドカード文字を組み合わせてこの数を指定で

きるようになりました。詳細については、

「ワイルドカードのトリガー パターン」

（P.98）を参照してください。

ステップ 3 application application-name

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# application voicemail
se-10-0-0-0(config-trigger)# application 
autoattendant
se-10-0-0-0(config-trigger)# application promptmgmt

トリガーの電話番号が呼び出されたときに起動する

アプリケーションの名前を指定します。

ステップ 4 enabled

例：

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

トリガーを有効にします。

ステップ 5 maxsessions number

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 3
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 6

このアプリケーションが同時に処理できる 大発信者

数を指定します。この値の割り当てに関するガイドラ

インについては、「アプリケーションおよびトリガー

間のポートの共有」（P.102）を参照してください。
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例

次の設定例では、Cisco Unity Express モジュールに 2 つのトリガーを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 50150
se-10-0-0-0(config-trigger)# application voicemail
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 4
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger sip phonenumber 50160
se-10-0-0-0(config-trigger)# application autoattendant
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 3
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0#

show ccn trigger の出力結果は、次の例のようになります。

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

Name:                         50150
Type:                         SIP
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout: 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         50160
Type:                         SIP
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout: 10000
Enabled:                      yes

ステップ 6 locale xx_YY

例：

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

（オプション）トリガーの言語を指定します。このト

リガーによって起動されるアプリケーションが再生

するプロンプトは、この言語で再生されます。

この設定は、システムに複数の言語がインストール

されている場合にだけ使用します。この設定のデ

フォルトでは、システム デフォルト言語がトリガー

言語として使用されます。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show ccn trigger

例：

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

設定されたすべてのトリガーの詳細を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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Maximum number of sessions: 3
se-10-0-0-0#

ワイルドカードのトリガー パターン

Cisco Unity Express 8.0 から、数字とワイルドカード文字を組み合わせてこのトリガー番号にできるよ

うになりました。パターンに一致する番号に向けた着信があると、関連付けられたスクリプトが呼び出

されます。このスクリプトは、通話に関連付けられた送信先番号アトリビュートを調べて、どの番号が

ダイヤルされたのかを判断します。Cisco Unity Express では、トリガー パターンは 32 文字までサポー

トされています。SIP と JTAPI の両方のトリガーでワイルドカード パターンがサポートされています。

表 6 に、Cisco Unity Express 8.0 でサポートされる、トリガー パターンのワイルドカードおよび特殊

文字を示します。

ワイルドカード パターンは、Cisco Unified Communications Manager のルート パターンに基づいてい

ます。1 つの着信通話に複数のワイルドカード パターンが一致する際の選択規則は、Cisco Unified 
Communications Manager で使用されているものと同様です。Cisco Unity Express では、ダイヤル ス
トリングの一致候補の各パターンに一致する同じ長さの入力ダイヤル ストリングの数を計算し、一致

する別のダイヤル ストリングが少ないパターンを選択します。

表 6 トリガー パターンのワイルドカードおよび特殊文字

文字 説明 例

X X ワイルドカードは、0 ～ 9 の範囲の数

字の任意の 1 桁に一致します。

トリガー パターン 9XXX は、9000 ～ 
9999 の範囲のすべての数字に一致します。

! 感嘆符（!）ワイルドカードは、0 ～ 9 の
範囲の数字の 1 桁以上に一致します。

トリガー パターン 91! は、910 ～ 
91999999999999999999999999999999 の
範囲のすべての数字に一致します。

? 疑問符（?）ワイルドカードは、直前の

数字またはワイルドカード値の 0 回以上

の繰り返しに一致します。

トリガー パターン 91X? は、91 ～ 
91999999999999999999999999999999 の
範囲のすべての数字に一致します。

+ プラス記号（+）ワイルドカードは、直

前の数字またはワイルドカード値の 1 回
以上の繰り返しに一致します。

トリガー パターン 91X+ は、910 ～ 
91999999999999999999999999999999 の
範囲のすべての数字に一致します。

[ ] 角カッコ（[ ]）文字は、値の範囲を囲み

ます。

トリガー パターン 813510[012345] は、

8135100 ～ 8135105 の範囲のすべての数

字に一致します。

- ハイフン（-）文字は、角カッコと一緒

に使用して値の範囲を示します。

トリガー パターン 813510[0-5] は、

8135100 ～ 8135105 の範囲のすべての数

字に一致します。

^ ハット（^）文字は、角カッコと一緒に

使用して値の範囲外を示します。この文

字は、開始角カッコ（[）の直後に配置

してください。

各トリガー パターンで、^ 文字は 1 文字

だけ使用できます。

トリガー パターン 813510[^0-5] は、

8135106 ～ 8135109 の範囲のすべての数

字に一致します。
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アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（Cisco Unified 
Communications Manager に限る）

Cisco Unity Express は、JTAPI を使用して Cisco Unified Communications Manager モードで着信通話

を処理します。Cisco Unity Express を Cisco Unified Communications Manager モードで展開する場合

は、アプリケーションを着信通話で起動できるよう、アプリケーションの JTAPI トリガーを設定する

必要があります。このタイプのトリガーは、対象のアプリケーションを起動するためにダイヤルする電

話番号によって識別されます。

JTAPI トリガーを識別する電話番号は、Cisco Unified Communications Manager 上に設定されている

ルート ポイントと一致している必要があります。

Cisco Unity Express 8.0 から、数字とワイルドカード文字を組み合わせてこのトリガー番号にできるよ

うになりました。「ワイルドカードのトリガー パターン」（P.98）を参照してください。

（注） このルート ポイントは、Cisco Unified Communications Manager 上に設定されている JTAPI ユーザに

関連付けられている必要があります。その JTAPI ユーザは、Cisco Unity Express モジュールでも設定

されている必要があります。JTAPI ユーザの設定の詳細については、「トリガーの設定」（P.147）を参

照してください。

Cisco Unity Express では、ハードウェアのタイプに関係なく、アプリケーション全体で 大 8 つの 
JTAPI トリガーがサポートされています。

この設定は、Cisco Unified Communications Manager モードにだけ必要です。

この手順に必要なデータ

アプリケーションの JTAPI トリガーを設定するには、次の情報が必要です。

• アプリケーションを呼び出す電話番号。この番号は、アプリケーションごとに一意にする必要があ

ります。

• タイムアウトして通話を切断するまでシステムが発信者の応答を待つ秒単位の時間数。

• プロンプトに使用する言語。Cisco Unity Express は多数の言語をサポートしていますが、システ

ムにインストールできる言語は 1 つだけです。使用可能な言語のリストについては、『Release 
Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。

• トリガーに同時にアクセスできる 大発信者数。この値の割り当てに関するガイドラインについて

は、「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」（P.102）を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn trigger jtapi phonenumber number

3. application application-name

4. enabled

5. maxsessions number

6. locale xx_YY

7. end

8. show ccn trigger
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9. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn trigger jtapi phonenumber number

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 
6700

トリガーとして機能する電話番号を指定します。こ

の電話番号により、Cisco Unity Express 上のアプリ

ケーションが起動し、トリガー設定モードが開始さ

れます。number 値は、Cisco Unified 
Communications Manager に設定された JTAPI ルー

ト ポイントと一致する必要があります。

（注） Cisco Unity Express 8.0 から、数字とワイル

ドカード文字を組み合わせてこの数を指定で

きるようになりました。詳細については、

「ワイルドカードのトリガー パターン」

（P.98）を参照してください。

ステップ 3 application application-name

例：

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

トリガーの電話番号が呼び出されたときに起動する

アプリケーションの名前を指定します。

ステップ 4 enabled

例：

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

トリガーを有効にします。

ステップ 5 maxsessions number

例：

se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 3

このトリガーが同時に処理できる 大発信者数を指

定します。この値の割り当てに関するガイドライン

については、「アプリケーションおよびトリガー間の

ポートの共有」（P.102）を参照してください。

ステップ 6 locale xx_YY

例：

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

（オプション）トリガーの言語を指定します。このト

リガーによって起動されるアプリケーションが再生

するプロンプトは、この言語で再生されます。

この設定は、システムに複数の言語がインストール

されている場合にだけ使用します。この設定のデ

フォルトでは、システム デフォルト言語がトリガー

言語として使用されます。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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例

次の設定例では、Cisco Unity Express モジュールに 2 つのトリガーを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 6500
se-10-0-0-0(config-trigger)# application voicemail
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 4
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0(config)#
se-10-0-0-0(config)# ccn trigger jtapi phonenumber 6700
se-10-0-0-0(config-trigger)# application autoattendant
se-10-0-0-0(config-trigger)# maxsessions 8
se-10-0-0-0(config-trigger)# enabled
se-10-0-0-0(config-trigger)# end
se-10-0-0-0#

show ccn trigger コマンドの出力結果は、次の例のようになります。

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

Name:                         6500
Type:                         JTAPI
Application:                  voicemail
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   4

Name:                         6700
Type:                         JTAPI
Application:                  autoattendant
Locale:                       systemDefault
Idle Timeout:                 10000
Enabled:                      yes
Maximum number of sessions:   8
se-10-0-0-0#

ステップ 8 show ccn trigger

例：

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

設定されたすべてのトリガーの詳細を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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アプリケーションの HTTP トリガーの設定

Cisco Unity Express は、HTTP トリガーを使用して、アプリケーションを起動する着信 HTTP 要求を

受け入れることができます。たとえば、このトリガーを使用すると、顧客に受注と出荷を通知する 
IVR アプリケーションを起動できます。このタイプのトリガーは、着信 HTTP 要求の URL サフィック

スによって識別されます。

このタイプのトリガーは、IVR ライセンスを購入し、システムにインストールしてある場合にだけ使

用できます。

HTTP トリガーの設定方法と使用方法の詳細については、『Cisco Unity Express Interactive Voice 
Response CLI Administrator Guide』を参照してください。

アプリケーションに対する複数のトリガーの設定

ネットワークでは、1 つ以上の Cisco Unity Express アプリケーションに対して複数のトリガーが必要

になる場合があります。たとえば、次のようなシナリオでは、同じアプリケーションに複数のトリガー

があると便利です。

• 複数言語サポート：2 つの異なる言語で導入する必要がある自動受付アプリケーションがある場

合。これを実現する 1 つの方法は、同じアプリケーションを指し、locale パラメータに異なる値を

持つ 2 つのトリガー（コールイン番号）を設定することです。

たとえば、6700 と 6900 というコールイン番号があるとします。両方が同じ自動受付アプリケー

ションを指し、トリガー 6700 のロケールは xx_XX に設定され、トリガー 6900 のロケールは 
yy_YY に設定されています。発信者が 6700 をダイヤルした場合は、xx_XX の言語で自動受付グ

リーティングが聞こえます。発信者が 6900 をダイヤルした場合は、yy_YY の言語で自動受付グ

リーティングが聞こえます。

• 発信者が内部か外部かで異なる通話処理：自動受付アプリケーションがあり、内部発信者と外部発

信者に異なるメニュー オプションを提供する必要がある場合。たとえば、内部発信者には在庫管

理部門へ転送するためのオプションを提供し、そのオプションを外部発信者には知られたくない場

合があります。これを実現する 1 つの方法としては、同じアプリケーションを指す 2 つの異なるト

リガー（コールイン番号）を設定し、スクリプト内で「Get Call Contact Info」ステップを使用し

て送信先番号を検査し、分岐の決定を行います。

「アプリケーションの SIP トリガーの設定」（P.95）および 「アプリケーションの JTAPI トリガーの設

定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」（P.99）（展開モードによって異なる）で説明し

た手順を繰り返して、1 つのアプリケーションに複数のトリガーを作成してください。

アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有

アプリケーションへのアクセス

1 つのアプリケーションに同時にアクセスできる 大発信者数は、次の 2 つのパラメータによって決ま

ります。

• そのアプリケーションを起動するトリガーに対して設定された maxsessions 値。

• そのアプリケーション自体に対して設定された maxsessions 値。

トリガーに設定された maxsessions 値を超える数の通話を受信した場合、発信者にはビジー トーンが

聞こえます。
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アプリケーションに設定された maxsessions 値を超える数の通話を受信した場合、Cisco Unity Express 
は発信者に対してエラー プロンプトを再生します。

次の例は、アプリケーションおよびトリガーの maxsessions 値が、アプリケーションに許容されるアク

ティブな通話の数にどのような役割を果たすかを示しています。この例では、次のように設定されてい

ます。

• モジュールに 8 つのポートがある。

• 自動受付アプリケーションに maxsessions 値として 5 を割り当てた。

• 同じ自動受付アプリケーションを起動する 2 つのトリガーを設定した。

• 1 つのトリガーの maxsessions 値を 2 に設定し、もう 1 つのトリガーの maxsessions 値を 4 に設定

した。

自動受付アプリケーションに同時にアクセスできる 大発信者数は、6 ではなく 5 になります。その理

由は、このシステムでは 2 つのトリガーに合計 6 セッションを使用可能ですが、どちらのトリガーも同

じアプリケーションにアクセスし、その場合に許容される同時セッションの数は 5 つだけだからです。

アプリケーションの maxsessions 値は、この場合、ゲーティング要因として機能します。

両方のトリガーの maxsessions 値を 2 に設定した場合、同時通話の 大数は 5 ではなく 4 になります。

その理由は、2 つのトリガーに 4 つのポートしか割り当てられていないからです。この例では、トリ

ガーに割り当てられた maxsessions 値が要因として機能します。

さまざまなアプリケーション間でのポートの共有

Cisco Unity Express は複数のボイス アプリケーションをサポートし、そのアプリケーションを実行す

るには、アプリケーションごとにボイス ポートが必要です。アプリケーションに maxsessions を割り

当てるときは、各アプリケーションに予想されるコール トラフィックを考慮してください。アプリ

ケーションの通話ボリュームの大きさに応じて、必要となるセッションの数がアプリケーションごとに

異なり、それと同時に、それぞれのアプリケーションに少なくとも 1 つのセッションを着信通話用に確

保する必要がある場合も考えられます。各アプリケーションの使用状況を考慮して、アプリケーション

にポートを分配してください。

たとえば、モジュールに 4 つのポートがあり、ボイスメール アプリケーションの maxsessions を 4 に
設定し、自動受付アプリケーションの maxsessions も 4 に設定したとします。4 人の発信者が同時にボ

イスメールにアクセスしている場合、自動受付にアクセスする発信者が使用できるポートはありませ

ん。ボイスメールに同時にアクセスしている発信者数が 0、1、2、または 3 人の場合だけ、少なくとも 
1 つのポートが自動受付用に使用可能になります。

別の例として、ボイスメール自動受付アプリケーションの maxsessions を 3 に設定したとします。どの

時点においても、1 つのアプリケーションがすべてのポートを使い切ることはなくなります。ボイス

メールに 3 つのアクティブな通話がある場合、1 人の発信者が自動受付にアクセスできます。2 番目の

通話は、ボイスメールと自動受付のどちらに対しても成功しません。

休日リストの設定
Cisco Unity Express では休日リストを設定でき、このリストをアプリケーションで使用すると、会社

が休日で休業しているときに、カスタマイズ可能なグリーティングを発信者に対して再生することがで

きます。次の各項では、Cisco Unity Express の休日リストの設定方法と使用方法について説明します。

• 「休日の概要」（P.104）

• 「休日リストの使用」（P.105）

• 「年固有の休日リストの設定」（P.105）
103
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

システム コンポーネントの設定

休日リストの設定
• 「休日リストの表示」（P.106）

• 「リストからの休日の削除」（P.107）

休日の概要

次の設定が可能です。

• 年固有の休日

• 定休日

年固有の休日

• Cisco Unity Express は、 大 3 つ（前年、当年、翌年）の年固有の休日リストをサポートします。

ある年の設定済みエントリがない場合、システムはその年の休日はないものとして処理します。

たとえば、当年が 2005 年で、2006 年（翌年）のエントリが設定されていない場合、システムは 
2006 年の休日はゼロ（0）であるとして処理します。2005 年および 2006 年（翌年）の休日は設定

できますが、2007 年の休日は設定できません。

• それぞれの年ごとのリストには、 大 26 日の休日を含めることができます。

• デフォルトでは、3 つの年固有の休日リストはすべて空になります。

• 前年のリストについては、管理者はエントリを削除できますが、追加または修正することはできま

せん。

• システムは新しい暦年の開始時に、前年のリストを自動的に削除します。

• たとえば、システムは 2004 年の休日リストを 2006 年 1 月 1 日に削除します。

• ある年からその翌年に休日をコピーするには、[System] > [Holiday Settings] の GUI オプション 
[Copy all to next year] を使用します。

定休日

• 定休日は、すべての年に適用される永続的な休日であり、年固有の休日とは異なり、年ごとに再設

定する必要はありません。ある休日が毎年同じ日付に当たる場合、それらの休日は定休日として設

定できます。

たとえば、1 月 1 日を正月で休業する場合、1 月 1 日を定休日として設定できます。

• 大 10 日の定休日をシステムに設定できます。

• デフォルトでシステムに設定される定休日はありません。

• 定休日は年固有の休日と重なってもかまいません。

• 年固有の休日を作成する場合、その休日が定休日と重なっていると警告が発行されます。ただし、

年固有の休日と重なる定休日を作成しようとした場合には、警告は発行されません。

休日リストを設定するには、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）の [System] > [Holiday 
Settings] オプションを使用するか、この項で説明されているコマンドライン インターフェイス（CLI）
コマンドを使用します。
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休日リストの使用

Cisco Unity Express Editor では、「Is Holiday」というステップを使用してシステム上に設定された休

日を確認し、指定された日付が休日であるかどうかを判別できます。このステップは入力として日付を

受け取り、休日リストと照合します。詳細な手順については、『Cisco Unity Express Guide to Writing 
and Editing Scripts』を参照してください。

たとえば、スクリプトの中で「Is Holiday」ステップを使用すると、今日が休日かどうかを確認できま

す。それが休日の場合は、次のようなカスタマイズしたグリーティングを発信者に対して再生できま

す。

「We are closed today.If this is an emergency, please call 1-222-555-0150 for assistance.Otherwise, please 
call back later.」

休日リストの設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

年固有の休日リストの設定

Cisco Unity Express 設定モードで次のコマンドを使用して、年固有の休日リストを設定します。

calendar holiday date yyyy mm dd [description holiday-description]

ここで yyyy は 4 桁の西暦、mm は 2 桁の月、dd は 2 桁の日、holiday-description は休日の説明でオプ

ションです。説明が 2 語以上になる場合は、テキストを引用符（" "）で囲みます。

yyyy の有効な値は、当年または翌年です。年または日が範囲外である場合は、エラー メッセージが表

示されます。

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar holiday date 2005 05 30 description “Memorial Day”
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

定休日リストの設定

Cisco Unity Express 設定モードで次のコマンドを使用して、定休日リストを設定します。

calendar holiday fixed month day [description holiday-description]

ここで、month は 2 桁の月、day は 2 桁の日、holiday-description は休日の説明（オプション）です。

説明が 2 語以上になる場合は、テキストを引用符（" "）で囲みます。
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例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar holiday fixed 07 04 description “Independence Day”
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

休日リストの表示

休日リストを表示する CLI コマンドは数種類あります。これらのコマンドは、Cisco Unity Express 
EXEC モードで使用します。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

すべての休日リストの表示

次のコマンドは、システムに設定されているすべての休日リストを表示します。

show calendar holiday [all]

このコマンドは、すべての年のすべての休日の日付と説明を表示します。この表示には、年固有の休日

と定休日の両方が含まれます。このコマンドの出力結果は、次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar holiday

********************************
           Year: 2004
********************************
September 04    Labor Day
November  25    Thanksgiving

********************************
           Year: 2005
********************************
July      04    July 4th
September 05    Labor Day
November  24  Thanksgiving
December  25    Christmas

特定の年の休日リストの表示

次のコマンドは、特定の年に設定されている休日を表示します。

show calendar holiday year yyyy

ここで yyyy は 4 桁の西暦です。このコマンドは、指定した年に設定されているすべての休日の日付と

説明を表示します。この表示には、年固有の休日と定休日の両方が含まれます。その年に休日が設定さ

れておらず、また定休日リストが空の場合は、「No holidays found for the specified year」というメッ

セージが表示されます。このコマンドの出力結果は、次のように表示されます。

se-10-0-0-0-0# show calendar holiday year 2005

********************************
           Year: 2005
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********************************
July      04    July 4th
September 05    Labor Day
November  24 Thanksgiving
December  25    Christmas

特定の月の休日リストの表示

次のコマンドは、指定した年の指定した月に設定されている休日を表示します。

show calendar holiday year yyyy month mm

ここで yyyy は 4 桁の西暦、mm は 2 桁の月です。このコマンドは、指定した年の指定した月に設定さ

れているすべての休日の日付と説明を表示します。この表示には年固有の休日と定休日の両方が含まれ

ます。その月に休日が設定されておらず、その月に休日がない場合は、「No holidays found for the 
specified month」というメッセージが表示されます。

このコマンドの出力結果は、次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar holiday year 2005 month 12

********************************
           Year: 2005
********************************
December  25    Christmas

リストからの休日の削除

リストから休日を削除する CLI コマンドは数種類あります。これらのコマンドは、Cisco Unity 
Express 設定モードで使用します。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

休日リストからの年固有の休日の削除

次のコマンドは、年固有の休日を削除します。

注意 このコマンドは注意して使用してください。操作を行うと元に戻せないためです。年を入力した後

で Enter キーを押さないでください。押した場合は、その年全体の休日リストが削除されます。

no calendar holiday date yyyy mm dd

ここで yyyy は 4 桁の西暦、mm は 2 桁の月、dd は 2 桁の日です。

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday date 2004 11 25
se-10-0-0-0(config)# end
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特定の月からの年固有の休日の削除

注意 このコマンドは注意して使用してください。操作を行うと元に戻せないためです。使用すると、月

全体の一時的な休日設定が失われる場合があります。

次のコマンドは、指定した年の指定した月に設定されている年固有の休日を削除します。

no calendar holiday year yyyy month mm

ここで yyyy は 4 桁の西暦、mm は 2 桁の月です。

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday year 2004 month 09
se-10-0-0-0(config)# end

特定の年の年固有の休日の削除

注意 このコマンドは注意して使用してください。操作を行うと元に戻せないためです。使用すると、そ

の年全体の休日設定が失われる場合があります。

次のコマンドは、指定した年に設定されている年固有の休日をすべて削除します。

no calendar holiday year yyyy

ここで yyyy は 4 桁の西暦です。

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday year 2004
se-10-0-0-0(config)# end

休日リストからの定休日の削除

次のコマンドは、定休日を削除します。

no calendar holiday fixed month day 

ここで、month は 2 桁の月で、day は 2 桁の日です。

例：

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar holiday fixed 07 04 
se-10-0-0-0(config)# exit
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営業時間の設定
Cisco Unity Express は、1 週間の営業時間を指定する営業時間スケジュールをサポートしています。

次の各項では、この機能とその設定、およびこの機能の使用手順について説明します。

• 「営業時間のスケジュールの概要」（P.109）

• 「営業時間のスケジュールの使用」（P.109）

• 「営業時間のスケジュールの作成」（P.109）

• 「営業時間のスケジュールの変更」（P.111）

• 「営業時間のスケジュールの表示」（P.113）

• 「営業時間のスケジュールの削除」（P.114）

営業時間のスケジュールの概要

週の営業時間スケジュールは、 大で 4 つ設定できます。1 日は 30 分単位で 48 個のタイム スロット

に分割されます。それぞれのタイム スロットごとに、その時間が営業時間内か時間外かを設定できま

す。これらのスロットを設定するには、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）の [System] > 
[Business Hours Settings] オプションを使用するか、この項で説明するコマンドライン インターフェイ

ス（CLI）を使用します。

Cisco Unity Express システムには、「systemschedule」というデフォルトのスケジュールが 1 つ付属し

ています。このスケジュールでは、営業時間が 1 日 24 時間、週 7 日間となっています。このデフォル

トのスケジュールを修正または削除するには、GUI の [System] > [Business Hours Settings] オプション

を使用するか、CLI コマンドを使用します。このスケジュールは、営業時間のスケジュールの 大数で

ある 4 つに含まれます。

営業時間のスケジュールの使用

Cisco Unity Express Editor では、指定したタイム スロットが営業時間内か時間外かを確認する

「Business Hours」というステップを使用できます。このステップは、入力として日付、時刻、および

システム上に設定されているスケジュールの名前という 3 つのパラメータを受け取ります。詳細な手順

については、『Cisco Unity Express Guide to Writing and Editing Scripts』を参照してください。

たとえば、スクリプトの中で「Business Hours」ステップを使用すると、現在営業時間内であるかどう

かを確認できます。時間外だった場合は、次のようなカスタマイズしたグリーティングを発信者に対し

て再生できます。

「You have reached us during our off-hours.If this is an emergency, please call 1-222-555-0150 for 
assistance.Otherwise, please call back later.」

営業時間のスケジュールの作成

営業時間のスケジュールを作成するには、次の手順に従ってください。

この手順に必要なデータ

営業時間のスケジュールを設定するには、次の情報が必要です。

• スケジュール名
109
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/prod_maintenance_guides_list.html


 

システム コンポーネントの設定

営業時間の設定
この名前の 大長は英数字 31 文字です。大文字の A ～ Z、小文字の a ～ z、数字の 0 ～ 9、下線

（_）、およびダッシュ（-）を使用できます。名前の 初の文字は英字である必要があります。

この名前のスケジュールが存在しない場合、システムはそのスケジュールを作成します。デフォル

トでは、新規に作成されるスケジュールの営業時間は 1 日 24 時間、週 7 日間となっています。

スケジュールがすでに存在する場合、行った変更がそのスケジュールに反映されます。

• 曜日

• 営業時間および時間外の開始時刻と終了時刻

概略手順

1. config t

2. calendar biz-schedule schedule-name

3. closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

4. open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

5. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 calendar biz-schedule schedule-name

例：

se-10-0-0-0(config)# calendar biz-schedule 
normal_hours

営業時間のスケジュールの名前を指定し、営業設定モード

を開始します。名前は、単語 1 つである必要があります。

この名前のスケジュールが存在しない場合、システムはそ

のスケジュールを作成します。スケジュールがすでに存在

する場合、行った変更がそのスケジュールに反映されま

す。 大数のスケジュールが存在する場合、エラー メッ

セージが表示されます。

ステップ 3 closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0(config-business)# closed day 2 
from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 2 
from 17:30 to 24:00

曜日およびその曜日の時間外の開始時刻と終了時刻を入力

します。day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 は日曜日、

2 は月曜日、3 は火曜日、4 は水曜日、5 は木曜日、6 は金

曜日、7 は土曜日を表します。hh には 24 時間制の形式を

使用します。mm の有効な値は 00 と 30 だけです。

ステップ 4 open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0(config-business)# open day 2 from 
08:30 to 17:30

曜日、およびその曜日の営業時間の開始時刻と終了時刻を

入力します。day-of-week の有効な値は 1 ～ 7 で、1 が日

曜日を表し、順に各曜日を表します。hh には 24 時間制の

形式を使用します。mm の有効な値は 00 と 30 だけです。
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システム コンポーネントの設定

営業時間の設定
例

次の例では、新しい営業時間のスケジュールを設定しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar biz-schedule normal
Adding new schedule
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 1 from 00:00 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 2 from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 2 from 17:30 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 3 from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 3 from 17:30 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 4 from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 4 from 17:30 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 5 from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 5 from 20:00 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 6 from 00:00 to 08:30
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 6 from 18:00 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 7 from 00:00 to 09:00
se-10-0-0-0(config-business)# closed day 7 from 13:00 to 24:00
se-10-0-0-0(config-business)# end

営業時間のスケジュールの変更

Cisco Unity Express 設定モードでは、次のコマンドを使用して営業時間のスケジュールを変更します。

calendar biz-schedule schedule-name

ここで、schedule-name は、変更する営業時間のスケジュールの名前です。指定した名前のスケジュー

ルが存在しない場合、システムはそのスケジュールを作成します。

次の例では、既存の営業時間のスケジュール「normal」にアクセスします。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar biz-schedule normal
Modifying existing schedule
se-10-0-0-0(config-business)# open day 1 from 09:00 to 12:00
se-10-0-0-0(config-business)# end
se-10-0-0-0#

これらのコマンドを使用して指定した時間だけが影響を受けます。それ以外の営業時間スケジュール内

のタイム スロットは変更されません。

営業時間または時間外の状態の変更

既存のスケジュールを変更するには、各曜日の営業時間と時間外を必要に応じて指定します。

ステップ 5 営業時間のスケジュールが必要な曜日ごとに、ス

テップ 3 と 4 を繰り返します。

—

ステップ 6 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたは操作 目的
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システム コンポーネントの設定

営業時間の設定
営業時間のタイム スロットから時間外のタイム スロットへの変更

営業時間のタイム スロットから時間外のタイム スロットに変更するには、次の設定モード コマンドの

いずれかを使用します。

no open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

ここで day-of-week は数字で表した週の曜日（1 が日曜日）、hh は 24 時間制の形式の時間、mm は 00 
または 30 のどちらかの分です。

たとえば、月曜日の 9 時～ 17 時が営業時間である場合は、no open day 2 from 09:00 to 10:00 コマン

ドを使用し、火曜日の午前 9 時～午前 10 時が時間外である場合は、closed day 3 from 09:00 to10:00 
コマンドを 使用します。

時間外のタイム スロットから営業時間のタイム スロットへの変更

時間外のタイム スロットから営業時間のタイム スロットに変更するには、次のコマンドのいずれかを

使用します。

no closed day day-of-week from hh:mm to hh:mm

open day day-of-week from hh:mm to hh:mm

ここで day-of-week は数字で表した週の曜日（1 が日曜日）、hh は 24 時間制の形式の時間、mm は 00 
または 30 のどちらかの分です。

たとえば、月曜日の時間外が 0 時～ 10 時である場合、no closed day 2 from 09:00 to 10:00 または 
open day 2 from 09:00 to 10:00 とすると、月曜日の午前 9 時～午前 10 時のタイム スロットは 営業時

間となります。

例

次の出力結果は、営業時間のスケジュール「normal」を示しています。

se-10-0-0-0# show calendar biz-schedule normal

******************************
Schedule: normal
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              None
Monday              08:30 to 17:30
Tuesday             08:30 to 17:30
Wednesday           08:30 to 17:30
Thursday            08:30 to 20:00
Friday              08:30 to 18:00
Saturday            09:00 to 13:00

次のコマンドは、月曜日の 8 時 30 分～ 9 時 30 分を時間外とし、土曜日の午後 1 時～午後 2 時を営業

時間とすることで、「normal」営業時間を 変更しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# calendar biz-schedule normal
se-10-0-0-0(config-business)# no open day 2 from 08:30 to 09:30
se-10-0-0-0(config-business)# no closed day 7 from 13:00 to 14:00
se-10-0-0-0(config-business)# end

次の出力内容は、変更後のスケジュールを示しています。
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システム コンポーネントの設定

営業時間の設定
se-10-0-0-0# show calendar biz-schedule normal

******************************
Schedule: normal
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              None
Monday 09:30 to 17:30
Tuesday             08:30 to 17:30
Wednesday           08:30 to 17:30
Thursday            08:30 to 20:00
Friday              08:30 to 18:00
Saturday            09:00 to 14:00

営業時間のスケジュールの表示

営業時間のスケジュールを表示する CLI コマンドは数種類あります。これらのコマンドは、Cisco 
Unity Express EXEC モードで使用します。

特定のスケジュールの表示

次のコマンドは、特定の営業時間のスケジュールを表示します。

show calendar biz-schedule schedule-name

ここで、schedule-name は、スケジュールの名前です。このコマンドは、曜日ごとの営業時間を表示し

ます。このコマンドの出力結果は、次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show calendar biz-schedule normal

******************************
Schedule: normal
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              None
Monday              08:30 to 17:30
Tuesday             08:30 to 17:30
Wednesday           08:30 to 17:30
Thursday            08:30 to 20:00
Friday              08:30 to 18:00
Saturday            09:00 to 13:00

すべてのビジネス スケジュールの表示

次のコマンドは、システム内で設定済みの営業時間のスケジュールをすべて表示します。

show calendar biz-schedule [all]

このコマンドは、スケジュールごと、曜日ごとに営業時間を表示します。このコマンドの出力結果は、

次のように表示されます。

sse-10-0-0-0# show calendar biz-schedule

******************************
Schedule: systemschedule
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              Open all day
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システム コンポーネントの設定

システム全体のファックス パラメータの設定
Monday              Open all day
Tuesday             Open all day
Wednesday           Open all day
Thursday            Open all day
Friday              Open all day
Saturday            Open all day

******************************
Schedule: normal
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              None
Monday              08:30 to 17:30
Tuesday             08:30 to 17:30
Wednesday           08:30 to 17:30
Thursday            08:30 to 20:00
Friday              08:30 to 18:00
Saturday            09:00 to 13:00

******************************
Schedule: holiday-season
Day                 Open Hours
-------------------------------
Sunday              09:00 to 15:00
Monday              08:30 to 17:30
Tuesday             08:30 to 17:30
Wednesday           08:30 to 17:30
Thursday            08:00 to 21:00
Friday              08:00 to 21:00
Saturday            08:00 to 21:30

営業時間のスケジュールの削除

次の設定モード コマンドは、特定の営業時間のスケジュールを削除します。

no calendar biz-schedule schedule-name

ここで schedule-name は、削除する営業時間のスケジュールの名前です。

アプリケーション内の「Business Hours」ステップで使用されている営業時間のスケジュールを削除す

ると、そのステップは営業時間を 1 日 24 時間、週 7 日間と見なします。

次の例では、営業時間のスケジュール「normal」を削除しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no calendar biz-schedule normal
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

システム全体のファックス パラメータの設定
バージョン 3.1 からは、コンバージェンス機能セットにファックス サポートが組み込まれました。

ファックスの受信と送信の両方が可能です。発信ファックス機能では、ファックスをファックス機に印

刷できます。

この機能には、Cisco IOS ゲートウェイからの T.37 ファックス サポートが必要です。サードパーティ

のファックス サーバはサポートされません。
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システム コンポーネントの設定

システム全体のファックス パラメータの設定
前提条件（下記を参照）の完了後、次に説明するように、システム レベルのファックス パラメータを

設定します。この手順には、ファックス ゲートウェイからメールボックスにファックスを受信できる

ようにすることも含まれます。

Cisco Unity Express でファックスを送受信するには、着信ファックス ゲートウェイと発信ファックス 
ゲートウェイを設定する必要があります。着信ゲートウェイはファックスの受信に使用し、発信ゲート

ウェイはファックスの送信または印刷に使用します。同じ Cisco IOS ゲートウェイを、着信と発信の両

方のファックス通信に使用できます。また、Cisco Unity Express で受信したファックスを印刷するた

めに、ファックス マシンの電話番号を設定する必要もあります。

前提条件

Cisco IOS ゲートウェイを、T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポート用に設定する必要

があります。詳細については、「T.37  オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための 
Cisco IOS Gateway の設定」（P.431）を参照してください。

指定した内線番号でこの機能の使用を制限するには、「規制テーブルの設定」（P.357）で説明する規制

テーブルを設定する必要があります。

この手順に必要なデータ

この手順には次のデータが必要です。

• 発信ファックス ゲートウェイの IP アドレスまたはホスト名

• 着信ファックス ゲートウェイの IP アドレスまたはホスト名

• ファックスの印刷に使用するファックス番号

概略手順

1. config t

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

3. fax gateway inbound address {hostname | ip-address} 

4. fax print E.164

5. voice mailbox owner name 

6. enable fax

7. end

8. show fax configuration 
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システム コンポーネントの設定

システム全体のファックス パラメータの設定
詳細手順

例

次の設定例では、Cisco Unity Express モジュールにファックス パラメータを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# fax gateway inbound address 172.21.21.40
se-10-0-0-0(config)# fax gateway outbound address 172.21.21.40
se-10-0-0-0(config)# fax print 5550112
se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner owner22 
se-10-0-0-0(config)# enable fax
se-10-0-0-0(config)# end

show fax configuration の出力結果は、次のように表示されます。

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

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 
172.21.21.40

発信ファックス ゲートウェイ（オフランプとも呼ば

れる）を設定します。ファックス サブシステムは、

この発信ゲートウェイを使用してファックスを送信

します。

ステップ 3 fax gateway inbound address {hostname | ip-address} 

例：

se-10-0-0-0(config)# fax gateway inbound address 
172.21.21.40

着信ファックス ゲートウェイ（オンランプとも呼ば

れる）を設定します。ファックス サブシステムは、

この着信ゲートウェイを使用してファックスを受信

します。システムは、これ以外の IP アドレスまたは

ホスト名からの着信ファックスをすべて拒否します。

ステップ 4 fax print E.164-number

例：

se-10-0-0-0(config)# fax print 5550112

ファックスを印刷するためのシステム レベルの

ファックス番号を設定します。

ステップ 5 voice mailbox owner name

例：

se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner owner22 

指定したユーザのメールボックスを作成し、メール

ボックス設定モードを開始します。

ステップ 6 enable fax

例：

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

指定したメールボックスに、ファックス ゲートウェ

イからファックスを受信できるようにします。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show fax configuration

例：

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

（オプション）着信ファックス ゲートウェイ、発信

ファックス ゲートウェイ、およびファックスの印刷

に使用するデフォルト ファックス番号の設定を表示

します。
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システム コンポーネントの設定

SMTP パラメータの設定
se-10-0-0-0> show fax configuration

Inbound Fax Gateway: 172.21.21.40
Outbound Fax Gateway: 172.21.21.40
Fax Printing Number: 5550112

SMTP パラメータの設定
Cisco Unity Express がサポートしている各種の機能では、発信電子メール メッセージを送信する必要

があります。そのような電子メールを送信するには、外部 SMTP サーバが必要です。

この項では、Cisco Unity Express モジュール上で外部 SMTP サーバとそのパラメータを設定する方法

について説明します。SMTP サーバのアドレスは、ホスト名と IP アドレスのどちらでもかまいません。

ホスト名を使用するには、DNS サーバが設定されていることを確認してください。

SMTP サーバで認証が必要な場合は、SMTP サーバで有効なユーザ アカウントのユーザ ID とパスワー

ドも指定する必要があります。

SMTP サーバの構成

Cisco Unity Express 設定モードで SMTP サーバとそのパラメータを設定するには、次の手順に従って

ください。

この手順に必要なデータ

• SMTP サーバのホスト名または IP アドレス

• SMTP の認証パラメータ（ユーザ ID およびパスワードまたは資格ストリング）

概略手順

1. config t

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

3. end

4. show smtp server
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
詳細手順

例

次の例は、show smtp server コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP Server: 172.16.1.1
Authentication: Required
Username: smtp123

履歴レポートの設定 
Cisco Unity Express 3.0 以降では、通話イベントとアプリケーション イベントに関連する情報と統計

を、モジュール上の履歴レポート データベースに保存できます。この履歴データを後から Cisco 
Unified Communications Express Historical Reporting Client で使用すると、各種の使用状況レポート

を生成できます。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 smtp server address {hostname | ip-address} authentication 
{none | username userid password password | credentials 
credential-string}

例：

se-10-0-0-0(config)# smtp server address 10.10.5.5 
authentication none
se-10-0-0-0(config)# smtp server address mainsmtp 
authentication username smtp123 password pwd123
se-10-0-0-0(config)# smtp server address 172.16.1.1 
authentication credentials 3CmyKjEFhzkjd8QxCVjv552jZsjj
zh3bSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0
nfGWTYHfmPSd8ZZNgd

発信電子メールの送信に必要な SMTP サーバ

を設定します。

• hostname：SMTP サーバのホスト名。

• ip-address：SMTP サーバの IP アドレス。

• none：SMTP サーバで認証が必要ないこ

とを示します。

• userid：SMTP サーバ上の有効なユーザ 
アカウントのユーザ ID。

• password：SMTP サーバ上の有効なユー

ザ アカウントのパスワード。

• credential-string：SMTP サーバの認証

資格ストリング。このストリングを、実

行コンフィギュレーションまたはスター

トアップ コンフィギュレーションからコ

ピー アンド ペーストしてください。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show smtp server

例：

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP サーバの設定を表示します。
118
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
履歴データの収集は、デフォルトでは無効になっています。これらの統計をレポート データベースに

保存するには、事前に収集を有効にする必要があります。ただし、IVR ライセンスを購入してモ

ジュールにインストールしてある場合には、履歴データの収集が自動的に有効になります。

格納できる履歴データの日数は、Cisco Unity Express ハードウェアによって決まります。詳細につい

ては、『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。履歴レポートの保守コンポーネ

ントは、これよりも古いデータを定期的に削除するデータベース消去サービスで構成されています。

ユーザが Cisco Unified Communications Express Historical Reporting Client ソフトウェアにログイン

して履歴レポートを表示するためには、特別な特権が必要です。

次の各項では、履歴レポートのパラメータを設定する手順について説明します。

• 「ローカル履歴レポート データベースの設定」（P.119）

• 「データベース消去スケジュールの設定」（P.121）

• 「データベース容量の消去しきい値の設定」（P.123）

• 「データベース容量の警告通知しきい値の設定」（P.124）

• 「消去通知電子メール アドレスの設定」（P.126）

• 「履歴レポート データベースの手動消去」（P.127）

• 「外部サーバへの履歴レポート データのエクスポート」（P.128）

• 「グループへの履歴レポート表示特権の割り当て」（P.131）

ローカル履歴レポート データベースの設定

履歴レポート データは、ローカル（内部）データベースに保存されます。ローカルまたは内部データ

ベース上に履歴統計の格納域を設定するには、database local コマンドを使用します。

コマンドの no および default 形式を使用すると、設定が無効になります。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. ccn reporting historical

3. database local

4. description text

5. enabled

6. end

7. show ccn reporting historical 
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
詳細手順

例

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

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical

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 reporting historical

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)#

履歴レポート データベース設定モードを開始します。

ステップ 3 database local

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# database local

レポート用の履歴統計をログとして記録するよう、

ローカル データベースを設定します。このコマンド

は、将来使用するためのものです。

ステップ 4 description text

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# description “Chicago 
office database”

（オプション）履歴レポート データベースの説明を

設定します。テキストは引用符で囲みます。

description のデフォルト値は、Cisco Unity Express 
システムのホスト名です。このコマンドの no および 
default 形式を使用すると、description 値がシステ

ムの設定済みホスト名に設定されます。

ステップ 5 enabled

例：

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

履歴レポートを有効にします。履歴データの収集は、

デフォルトでは無効になっています。これらの統計

をレポート データベースに保存するには、事前に収

集を有効にする必要があります。ただし、IVR ライ

センスを購入してモジュールにインストールしてあ

る場合には、履歴データの収集が自動的に有効にな

ります。

履歴レポート データベースを無効にするには、この

コマンドを no 形式で使用します。履歴レポート 
データベースが無効の場合、通話に関連するイベン

トがデータベースに保存されません。データベース

を有効にするには、このコマンドの default 形式を

使用します。

ステップ 6 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical

履歴レポート データベース パラメータを表示します。
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 4:00 AM
Data older than 365 days will be purged
Date of last completed purge: 
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%
Purge Capacity: 75%
Oldest Days to purge: 7

データベース消去スケジュールの設定

履歴データを自動的に消去する毎日のスケジュールを更新するには、履歴レポート データベース設定

モードで purge schedule コマンドを使用します。

日次の消去は、指定した時刻（「時：分」の 24 時間形式）に開始されます。days-to-keep 値（日単位）

で指定した日数よりも古い保存データに対して、毎日、指定した時刻にデータベースからの消去が開始

されます。

デフォルトの消去スケジュールは 04:00 に設定されています。

（注） モジュールの履歴データの消去はリソースを大量に消費するため、オフピーク時間に消去をスケジュー

ルすることをお勧めします。

デフォルトの日数は、AIM-CUE/AIM2-CUE の場合は 90 日で、NM-CUE-EC、NM-CUE、
NME-CUE、ISM-SRE-300-K9、および SM-SRE-700-K9 モジュールの場合は 365 日です。

days-to-keep に指定できる 大値について、表 7 に概要を示します。このコマンドの no および default 
形式は、消去のスケジュール時刻を 04:00 に設定し、日数をそのシステム ハードウェア モジュールのデ

フォルト値に設定します。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

表 7 days-to-keep の最大値

データベース 保存の限度

AIM-CUE/AIM2-CUE 90 日、またはデータベースの 90% までフルに

なったとき

NM-CUE-EC、NM-CUE、NME-CUE、
ISM-SRE-300-K9
SM-SRE-700-K9

365 日、またはデータベースの 90% までフルに

なったとき
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
概略手順

1. config t

2. ccn reporting historical

3. purge schedule time hh:mm days-to-keep days

4. end

5. show ccn reporting historical

詳細手順

例

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

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 5:00 AM
Data older than 30 days will be purged
Date of last completed purge: 

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 reporting historical

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)#

履歴レポート データベース設定モードを開始します。

ステップ 3 purge schedule time hh:mm days-to-keep days

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge schedule time 04:00 
days-to-keep 30

この履歴データの日次の消去スケジュールと、指定

した days-to-keep 値よりも古いデータをスケジュー

ルした時刻に消去するまでの保存日数を設定します。

ステップ 4 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical

履歴レポート データベース パラメータを表示します。
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%
Purge Capacity: 75%

データベース容量の消去しきい値の設定

purge purge-capacity コマンドを履歴レポート データベース設定モードで使用して、合計データベー

ス容量に対して消去しきい値をパーセンテージで設定し、またデータベースから消去する履歴データの

日数も設定します。

データベース容量が設定されたしきい値に到達すると、設定された days-to-purge 値よりも古い履歴

データがデータベースから消去されます。デフォルトの消去容量パーセンテージは 90 で、

days-to-purge のデフォルト値は 7 です。設定可能な 大消去容量パーセンテージは 90 です。このコマ

ンドの no および default 形式は、消去容量パーセンテージ値を 90 に設定し、days-to-purge の数値を 
7 に設定します。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. ccn reporting historical

3. purge purge-capacity percentage percent days-to-purge days

4. end

5. show ccn reporting historical

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 reporting historical

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)#

履歴レポート データベース設定モードを開始します。

ステップ 3 purge purge-capacity percentage percent 
days-to-purge days

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge purge-capacity 
percentage 95 days-to-purge 7

消去容量しきい値と、データベースから消去する履

歴データの日数を設定します。
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
例

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

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 5:00 AM
Data older than 30 days will be purged
Date of last completed purge: 
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%
Purge Capacity: 75%

データベース容量の警告通知しきい値の設定

purge warning-capacity コマンドを使用して、合計データベース容量に対するパーセンテージ値を設

定します。この値に達すると、データベース容量が限度に近づいていることを警告する電子メール 
メッセージが送信されます。この警告メッセージの送信先電子メール アドレスを設定する方法につい

ては、「消去通知電子メール アドレスの設定」（P.126）を参照してください。

デフォルトの警告容量パーセンテージは 85 です。設定可能な 大警告容量パーセンテージ値は 90 で
す。このコマンドの no および default 形式を指定すると、警告容量が 85% に設定されます。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. ccn reporting historical

ステップ 4 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical

履歴レポート データベース パラメータを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
3. purge warning-capacity percentage percent

4. end

5. show ccn reporting historical

詳細手順

例

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

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 5:00 AM
Data older than 30 days will be purged
Date of last completed purge: Fri Feb 10 22:00:00 EST
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%

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 reporting historical

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)#

履歴レポート データベース設定モードを開始します。

ステップ 3 purge warning-capacity percentage percent

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge warning-capacity 
percentage 65

合計データベース容量に対するパーセンテージ値を

設定します。この値に達すると、データベース容量

が限度に近づいていることを警告する電子メール 
メッセージが送信されます。

ステップ 4 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

履歴レポート データベース パラメータを表示します。
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
Purge Capacity: 75%

消去通知電子メール アドレスの設定

purge notification コマンドを使用すると、消去通知および警告メッセージの送信先となる電子メール 
アドレスを 255 文字以内で設定できます。

デフォルトの電子メール アドレスはありません。電子メール アドレスを設定しなかった場合、電子

メールの通知は送信されません。

複数の電子メール アドレスを設定する必要がある場合は、電子メール アドレスをカンマで区切り、ス

ペースを入れずに入力します。

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。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. ccn reporting historical

3. purge notification email address email-address

4. end

5. show ccn reporting historical

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 reporting historical

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical
se-10-0-0-0(config-hrdm)#

履歴レポート データベース設定モードを開始します。

ステップ 3 purge notification email address email-address

例：

se-10-0-0-0(config-hrdm)# purge notification email 
address abcd@efghij.com

消去通知および警告メッセージの送信先となる電子

メール アドレス（複数可）を設定します。
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システム コンポーネントの設定

履歴レポートの設定
例

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

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 5:00 AM
Data older than 30 days will be purged
Date of last completed purge: Fri Feb 10 22:00:00 EST
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%
Purge Capacity: 75%

履歴レポート データベースの手動消去

履歴レポート データベースの手動消去を開始し、days-to-keep で指定した日数よりも古い履歴データ

を削除するには、purge now コマンドを使用します。

データベースを消去すると、指定した days-to-keep 値（1 ～ 1000 日の範囲）よりも古い履歴データが

データベースから削除されます。手動消去を開始するには、days-to-keep 値を指定する必要があります。

（注） モジュールの履歴データの消去はリソースを大量に消費するため、手動消去はオフピーク時間に行うこ

とをお勧めします。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. ccn reporting historical purge now days-to-keep days

ステップ 4 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

履歴レポート データベース パラメータを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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2. show ccn reporting historical

詳細手順

例

次の例は、データベースを手動で消去したときの出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# ccn reporting historical purge now days-to-keep 7
Historical Database Purge Initiated
-----------------------------------
Time:  Fri Feb 10 04:00:00 EST 
Data older than [ 7 ] days will be purged

次の例は、show ccn reporting historical の出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical 

Database Information
--------------------
Enabled    : Yes
Description: Chicago office database
DB Usage: 50%
Current Maintenance Status: idle
 
Purge Schedule
--------------
Daily Time: 5:00 AM
Data older than 30 days will be purged
Date of last completed purge: Fri Feb 10 22:00:00 EST
 
Purge Capacity Configuration
----------------------------
Email Address:  abcd@domain.com
Warning Capacity: 65%
Purge Capacity: 75%

外部サーバへの履歴レポート データのエクスポート

履歴レポートの Call Contact Detailed Record（CCDR）を、後処理のために Cisco Unity Express モ
ジュールから外部サーバにエクスポートできます。ASCII カンマ区切り値の履歴データを外部サーバ

へフラット ファイルとしてエクスポートするには、copy hrdb url コマンドを使用します。

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 ccn reporting historical purge now days-to-keep days

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn reporting historical purge 
now days-to-keep 30

手動で履歴レポート データベースを消去し、

days-to-keep 日数よりも古い履歴データを削除します。

ステップ 2 show ccn reporting historical

例：

se-10-0-0-0# show ccn reporting historical

履歴レポート データベース パラメータを表示します。
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（注） このコマンドは、オフピーク時間またはシステムが休止状態のときに実行することをお勧めします。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. copy hrdb url url

詳細手順

例

次の例は、外部サーバにアップロードされた、カンマ区切り値（CSV）形式の ASCII ファイルの出力

内容を示しています。

1,0,0,1,2,3,-1,1001,2,-1,16904,2007-05-30 13:19:34.032,2007-05-30 
13:19:41.357,-240,6666,6666,15000000001,2,voicemail,7,C3E380E8-E0811DC-8295BE88-935E7691@1
92.1.1.110,,,,,,,,,,
2,0,0,1,2,3,-1,1001,2,-1,16912,2007-05-30 13:19:44.197,2007-05-30 
13:19:47.194,-240,6666,6666,15000000002,2,voicemail,2,CAEC0AEE-E0811DC-8299BE88-935E7691@1
92.1.1.110,,,,,,,,,,

3,0,0,1,2,3,-1,1001,2,-1,16902,2007-05-30 13:19:55.992,2007-05-30 
13:19:59.575,-240,6666,6666,15000000003,2,voicemail,3,D1F49256-E0811DC-829DBE88-935E7691@1
92.1.1.110,,,,,,,,,,

表 8 に示す Call Contact Detailed Record（CCDR）カラム フィールドは、ASCII CSV ファイル内に順

にリストされます。

必要に応じて、カスタム変数 1 ～ 10 を定義できます。

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 copy hrdb url url

例：

se-10-0-0-0# copy hrdb url ftp://1.2.3.4/hr.txt
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time 
Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 3584k 0 0 0 3584k 0 1259k --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 
1794k
se-10-0-0-0#

ASCII カンマ区切り値形式の履歴レポート 
データを、モジュールから指定した URL 
にコピーおよびアップロードします。
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履歴レポートの設定
表 8 Call Contact Detailed Record（CCDR）の説明

フィールド名 データ タイプ 必須フィールド 可能な値 説明

sessionID decimal(28) NOT NULL 発信者がシステムに通話すると、一意の

セッション ID が設定されます。このセッ

ション ID は通話全体で、すべての会議お

よび転送に使用されます。

sessionSeqNum smallint NOT NULL [0、1、2、3、…] 通話が転送されるたびに新しいシーケンス

番号が作成されますが、セッション ID は
変わりません。

profileID int NOT NULL 常に 0 に設定されます（将来の使用のため

予約済み）。

contactType tinyint NOT NULL 1 = 着信

2 = 発信

3 = 内部

着信通話は、システムに着信する通話で

す。発信通話は、Cisco Unity Express シス

テムが発信する通話です。内部通話は転送

です。

contactDisposition tinyint NOT NULL 1 = 放棄

2 = 処理済み

通話は、この部分の通話で処理または放棄

されました。

originatorType tinyint NOT NULL 2 = デバイス

3 = 不明

「デバイス」は、コールが CTI ポートから

発信されたことを示しています。不明のデ

バイスにはゲートウェイが含まれます。

originatorID int NULL CTI ポート、
NULL

ゲートウェイまたは不明の発信者タイプの

場合、値は NULL です。

originatorDN nvarchar(30) NULL 通話 ANI、通話の発信者の電話番号。

ゲートウェイまたは不明の発信者タイプの

場合、値は NULL です。

destinationType smallint NULL 2 = デバイス

3 = 不明

「デバイス」は、コールが CTI ポートに提

示されたことを示しています。不明のデバ

イスにはゲートウェイが含まれます。

destinationID int NULL CTI ポート、
NULL

ゲートウェイまたは不明の通話先タイプの

場合、値は NULL です。

destinationDN nvarchar(30) NULL ゲートウェイまたは不明の通話先タイプの

場合、値は NULL です。

startDateTime datetime NOT NULL このコール レッグが接続された開始日時。

endDateTime datetime NOT NULL このコール レッグが転送または切断された

終了日時。

gmtOffset smallint NOT NULL DST 調整オフセット。

calledNumber nvarchar(30) NOT NULL 通話が転送だった場合は、通話の転送先番

号になります。それ以外の場合、この情報

は元の送信先番号と同じになります。

origCalledNumber nvarchar(30) NOT NULL 発信者が 初にダイヤルした電話番号。

applicationTaskID decimal(28) NULL 現在実行しているアプリケーションのタス

ク ID。

applicationID int NULL この通話を処理したアプリケーションの一

意の ID。

applicationName nvarchar(30) NULL この通話を処理したアプリケーション名。
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履歴レポートの設定
グループへの履歴レポート表示特権の割り当て

ユーザが Cisco Unified Communications Manager Express Historical Reporting Client ソフトウェアに

ログインして履歴レポートを表示するためには、特別な特権が必要です。

このために必要な特権の名前は、ViewHistoricalReports です。この特権を持つグループに属するすべ

てのメンバーは、履歴レポートを表示できます。特権の割り当ての詳細については、「特権の設定」

（P.145）を参照してください。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. groupname name privilege ViewHIstoricalReports

3. end

4. show groupname privileges

connectTime smallint NULL このコール レッグが応答済み状態または接

続済み状態であった秒数。

callID varchar(64) グローバルに一意な通話 ID。

customVariable1 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 1 
カスタム変数の内容。

customVariable2 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 2 
カスタム変数の内容。

customVariable3 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 3 
カスタム変数の内容。

customVariable4 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 4 
カスタム変数の内容。

customVariable5 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 5 
カスタム変数の内容。

customVariable6 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 6 
カスタム変数の内容。

customVariable7 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 7 
カスタム変数の内容。

customVariable8 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 8 
カスタム変数の内容。

customVariable9 varchar (40) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 9 
カスタム変数の内容。

customVariable10 varchar (256) NULL 現在実行しているアプリケーションの第 10 
カスタム変数の内容。

表 8 Call Contact Detailed Record（CCDR）の説明 （続き）

フィールド名 データ タイプ 必須フィールド 可能な値 説明
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詳細手順

例

履歴レポート表示特権を割り当てるコマンド シーケンスの例を次に示します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# groupname my_group privilege ViewHistoricalReports
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# show groups privileges

バナー サポート
この項では、CLI または GUI にログインするすべてのユーザに表示され、資格情報の入力を求める、

システム全体のログイン バナーを設定する方法について説明します。

ログイン バナーには、（特別な書式設定を持たない）プレーン テキストだけを含めることができます。

また、1944 文字（1 行 80 文字で 24 行、復帰改行を含む）以内にする必要があります。ユーザのログ

イン先が CLI と GUI のどちらであっても、また、バナーの設定に CLI と GUI のどちらを使用しても、

同じバナー テキストが表示されます。

CLI の場合、ログイン バナーが表示されるのは、CUE コンソールに接続する前にユーザに資格情報の

入力を求めるようにコンソール ログインが設定されている場合だけです。コンソール セッションが再

開される場合、バナーは表示されません。ユーザは、ログオフのための exit または end コマンドを使

用して 初にログアウトせずに、telnet でコンソールとの接続を切断した場合に、コンソール セッショ

ンを再開することができます。

ログイン バナーを設定するには、banner login コマンドを使用します。このコマンドには、バナー コ
ンテンツの入力の終わりを示す区切り文字が必要です。区切り文字には、任意の印刷可能な文字を使用

できます（?  と " を除く）。バナー コンテンツに区切り文字を使用することはできません。そうしない

と、バナーの入力が不完全な状態で終わることになります。

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 groupname name privilege ViewHistoricalReports

例：

se-10-0-0-0(config)# groupname myGroup privilege 
ViewHistoricalReports

名前を指定したグループが、履歴統計レポートを表

示できるようにします。

ステップ 3 end

例：

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

設定を保存し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show groupname privileges

例：

se-10-0-0-0# show ccn groupname

名前を指定したグループに設定されている特権を表

示します。
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banner login コマンドは、複数行コマンドであり、バナー コンテンツの複数の行を受け取ります。バ

ナー コンテンツに次のトークンを含めて、システム設定を表すことができます。

大長を超えるバナーを入力すると、コマンドが入力を受け取らなくなり、メッセージが 大長で切り

捨てられ、エラー メッセージが出力されて、グローバル設定に戻ります。

CLI または GUI からログイン バナーを設定して、ユーザに資格情報の入力を求めることができます。

ユーザが資格情報を入力しなくても済むように、ログイン バナーを無効にすることもできます。

ログイン バナーの定義

前提条件

Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. banner login delimiter-char banner-content delimiter-char

3. end

詳細手順

例

次の例では、バナー ログインが「Welcome to hostname:」に設定されます。

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

トークン バナーに表示される情報

$(hostname) モジュールのホスト名を表示します。

$(domain) モジュールのドメインを表示します。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 banner login delimiter-char banner-content 
delimiter-char

例：

se-10-0-0-0(config)# banner login %
Enter TEXT message.  End with the character '%'.
    Welcome to $(hostname)%

ログイン バナーを設定します。

delimiter-character：バナー テキストの開始または

終了を示す文字。

banner-content：バナーのテキスト コンテンツ。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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se-10-0-0-0 (config)# banner login %
Enter TEXT message.  End with the character '%'.
    Welcome to $(hostname)%
se-10-0-0-0 (config)# exit

次の例では、バナー ログインが「Welcome to hostname.somewhere.com, enjoy:」に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0 (config)# ip domain-name somewhere.com
se-10-0-0-0 (config)# banner login @
Enter TEXT message.  End with the character '@'.
Welcome to $(hostname).$(domain), enjoy!
@
se-10-0-0-0 (config)# exit

次の例では、バナー ログインが設定されます。

-----------------------------------
You have entered a restricted area.
Unauthorized access is prohibited.
-----------------------------------

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0 (config)# banner login 1
Enter TEXT message.  End with the character '1'.
-----------------------------------
You have entered a restricted area.
Unauthorized access is prohibited.
-----------------------------------
1
se-10-0-0-0 (config)# exit
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Cisco Unity Express の設定機能と管理機能はすべて、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）
から使用できます。ただし、GUI よりもコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用した方が効

率的になる場合があります。たとえば、特定のシステムに対して多数のユーザを設定するためのスクリ

プトを作成する場合があります。この場合は、CLI を使用した方がより効率的な場合があります。

この章では、次のタスクを実行するコマンドについて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「前提条件」（P.135）

• 「ユーザの追加と変更」（P.136）

• 「グループの追加と変更」（P.141）

• 「特権の設定」（P.145）

前提条件
Cisco Unified CME ルータまたは Cisco Unified Communications Manager サーバに接続されている、

電話機および内線の設定が完了していることを確認します。まだ設定が完了していない場合は、手順に

ついて、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』または

『Cisco Unified CME System Administrator Guide』を参照してください。Cisco Unified CME システム

の場合は、これらの手順に Cisco Unity Express GUI を使用できます。
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ユーザの追加と変更
Cisco Unified CME または Cisco Unified Communications Manager で設定されたユーザは、

Cisco Unity Express データベースにインポートできます。

• Cisco Unity Express は、そのデータベースを Cisco Unified Communications Manager データベー

スと自動的には同期しません。Cisco Unity Express で定義されたユーザを 
Cisco Unified Communications Manager データベースに入れる必要がある場合は、あとで 
Cisco Unified Communications Manager に戻り、そこでユーザを定義してください。

（注） Cisco Unity Express で [Configure] --> [Users] を使用して Cisco Unified CME ユーザのパス

ワードを変更した場合、そのユーザのパスワードは Cisco Unified CME で更新されます。ただ

し、その逆は当てはまりません。つまり、Cisco Unified CME で変更したユーザ パスワード

は、Cisco Unity Express で更新されません。

• Cisco Unity Express と Cisco Unified CME のデータベースの同期をとるには、Cisco Unity Express 
GUI オプションの [Administration] > [Synchronize Information] を使用します。

ここで説明する手順を使用すると、システムに新規のユーザを作成できます。既存のユーザのプロパ

ティを変更するときは、同じ手順を使用します。

Cisco Unity Express では、メールボックス数の 2 倍のユーザがサポートされます。システム管理者な

ど、ユーザによってはボイスメールボックスが割り当てられない場合があります。ユーザの 大数は、

モジュールのライセンスによって決まります。モジュールに許容されるユーザの 大数については、

「プロンプト ファイルの録音」（P.84）を参照してください。

この手順に必要なデータ

ユーザを追加または変更するには、次の情報が必要です。

• ユーザ名：ユーザ ID。ユーザ名の長さは、3 ～ 32 文字にする必要があります。Cisco Unity Express 
では、ユーザ ID に英字、数字、下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ（-）だけを使用できます。

ユーザ ID の先頭は英字にする必要があります。ユーザ名にはスペースは使用できません。

• （オプション）ログイン ユーザ名：ユーザの姓名。引用符（" "）で囲む必要があります。

• （オプション）グループ：このユーザが属する既存のグループの名前。

• （オプション）パスワード：Cisco Unity Express GUI にログインするためのパスワード。パスワー

ドの長さは、3 ～ 32 文字にする必要があります。スペースは使用できません。

• （オプション）PIN：TUI にログインするための Personal Identification Number（PIN; 個人識別番

号）。PIN の長さは、3 ～ 16 桁の数字にする必要があります。

（注） PINless ボイスメールを設定する方法については、「PINless メールボックス アクセスの設

定」（P.159）を参照してください。
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概略手順

EXEC モード：

1. username userid [create | delete | fullname [first "first-name" | last "last-name" | 
display "full-name"] | group group-name | language "language"| password "password" | pin 
number]

2. show users 
または
show user detail username userid

3. copy running-config startup-config

設定モード：

1. config t

2. username userid [create | phonenumber phone-number | phonenumberE164 full-number]

3. exit

4. show users
または 
show user detail username userid

5. copy running-config startup-config
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ユーザとグループの設定

ユーザの追加と変更
詳細手順

EXEC モード：

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 username userid [create | delete | 
fullname [first “first-name” | last “last-name” | display 
“full-name”] | group group-name | 
language “language” | password “password” | pin number]

例：

se-10-0-0-0# username user1 create
se-10-0-0-0# username user2 fullname display “User 2”
se-10-0-0-0# username user2 group sales
se-10-0-0-0# username user2 password “green”
se-10-0-0-0# username user2 pin 4444
se-10-0-0-0# username user2 delete

指定されたユーザ ID でユーザを作成します。ユー

ザに関する追加情報は、オプションのパラメータで

設定します。

• userid：ユーザのユーザ ID。ユーザ ID の長さ

は、2 ～ 31 文字にする必要があります。Cisco 
Unity Express では、ユーザ ID に英字、数字、

下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ（-）だ

けを使用できます。ユーザ名にはスペースは使

用できません。ユーザ ID の先頭は英字にする

必要があります。

• create：他の情報を設定せずにユーザを作成し

ます。

• delete：既存のユーザを削除します。

• fullname：このユーザのログイン ユーザ名を

指定します。このログイン ユーザ名は、電話機

のディスプレイに表示されます。

• group：このユーザを既存のグループと関連付

けます。

• language：指定されたユーザに使用するデフォ

ルトの言語を指定します。使用可能な言語のリ

ストについては、『Release Notes for Cisco 
Unity Express』を参照してください。

• password：このユーザのパスワードを指定し

ます。password 値は、引用符（" "）で囲んで

入力する必要があります。スペースは使用でき

ません。使用できるパスワード文字は、a ～ z 
の小文字、A ～ Z の大文字、0 ～ 9 の数字、お

よび - , .  + = _ !  @ # $ ^ * ( ) ?  / ~ < > & % の
記号です。

• pin：このユーザの個人識別番号（PIN）を指

定します。ユーザはボイスメール システムにア

クセスするときに、電話機からこの番号を入力

します。PIN には、 大 16 桁の数字を含める

ことができます。アスタリスク（*）とシャー

プ記号（#）は使用できません。
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ユーザとグループの設定

ユーザの追加と変更
例

次の出力は、show users コマンドと show user detail username コマンドを示しています。

se-10-0-0-0# show users
user1
user2

se-10-0-0-0# show user detail username user2
Full Name:          User 2
First Name:
Last Name:          user2
Nickname:           user2
Phone:
Phone(E.164):
Language:           en_ENU
se-10-0-0-0# 

ステップ 2 show users

または、

show user detail username userid

例：

se-10-0-0-0# show user detail username user2

システムに設定されている全ユーザのユーザ ID の
リストを表示します。

または、

指定されたユーザに対して設定された詳細情報を表

示します。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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ユーザとグループの設定

ユーザの追加と変更
設定モード：

例

次の例は、ユーザの設定方法と show コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0(config)# username user3 create
se-10-0-0-0(config)# username user3 phonenumber 50180
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0# show users
user1

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 username userid [create | phonenumber phone-number | 
phonenumberE164 full-number]

例：

se-10-0-0-0(config)# username user3 create
se-10-0-0-0(config)# username user3 phonenumber 
50180
se-10-0-0-0(config)# username user3 phonenumberE164 
13335550180

指定されたユーザ ID でユーザを作成します。ユーザ

に関する追加情報は、オプションのパラメータで設

定します。

• userid：ユーザのユーザ ID。ユーザ ID の長さ

は、2 ～ 31 文字にする必要があります。Cisco 
Unity Express では、ユーザ ID に英字、数字、

下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ（-）だ

けを使用できます。ユーザ名にはスペースは使

用できません。ユーザ ID の先頭は英字にする必

要があります。

• create：他の情報を設定せずにユーザを作成し

ます。

• phonenumber：このユーザの電話番号または内

線番号を指定します。スペースやダッシュは使

用できません。

• phonenumberE164：このユーザの電話番号お

よび市外局番を指定します。スペースやダッ

シュは使用できません。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show users

または、

show user detail username userid

例：

se-10-0-0-0# show user detail username user2

システムに設定されている全ユーザのユーザ ID のリ

ストを表示します。

または、

指定されたユーザに対して設定された詳細情報を表

示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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ユーザとグループの設定

グループの追加と変更
user2
user3
se-10-0-0-0# show user detail username user3
Full Name: User 3
First Name:
Last Name:          user3
Nickname:           user3
Phone:              50180
Phone(E.164): 
Language:           en_ENU

グループの追加と変更
グループとは、ユーザの集合のことで、一般的に、営業、本社、カスタマー サービス、技術者など、

共通の機能または目的を持ちます。グループには次の特性があります。

• グループのメンバーには、個々のユーザまたは他のグループを指定できます。

• グループには内線番号が割り当てられます。

• グループにはメールボックスを割り当てることができます。

• グループには、所有者として 0 人以上のユーザが存在します。グループの所有者は、メンバーを追

加および削除できます。また、所有者は他の所有者をグループに追加および削除できます。

• メンバーは複数のグループに属する場合があります。

• メンバーをグループに追加するには、設定モードの groupname コマンドを使用するか、EXEC 
モードの username コマンドを使用します。username コマンドの詳細については、「ユーザの追

加と変更」（P.136）を参照してください。

（注） ユーザは、グループに追加する時点で存在している必要があります。ユーザの詳細情報を

設定する場合は、「ユーザの追加と変更」（P.136）を参照してください。

• グループのボイスメールボックスにあるメッセージへのアクセス権を持っているのは、メンバーだ

けです。所有者は、グループのメンバーとは見なされません。所有者がグループのメールボックス

にアクセスする必要がある場合は、所有者をグループのメンバーとして追加します（グループで

は、所有者の名前は 2 回表示されます。1 回はメンバーとして、もう 1 回は所有者として表示され

ます）。

• グループには特権レベルが割り当てられる場合があります。特権レベルが割り当てられたグループ

のメンバーは、管理機能のすべてまたは一部にアクセスできます。システムにインストールされて

いる特権レベルを表示するには、show privileges コマンドを使用します。各グループに割り当て

られた特権を表示するには、show groups privileges コマンドを使用します。特権レベルの詳細に

ついては、「特権の設定」（P.145）を参照してください。

システムに許容されるグループ、所有者、およびメンバーの 大数については、「プロンプト ファイル

の録音」（P.84）を参照してください。

次の手順に従うと、システムに新しいグループを作成できます。
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ユーザとグループの設定

グループの追加と変更
この手順に必要なデータ

グループを定義するには、次の情報が必要です。

• EXEC モード：

– グループの名前

– （オプション）グループの説明

– （オプション）グループのログイン ユーザ名

• 設定モード：

– グループの名前

– （オプション）メンバーとして追加する 1 つ以上の既存のユーザ ID またはグループ ID

– （オプション）所有者として追加する 1 つ以上の既存のユーザ ID

– （オプション）グループの内線番号または電話番号

– （オプション）グループの完全な E.164 電話番号

– （オプション）グループの特権レベル

概略手順

EXEC モード：

1. groupname userid [create | delete | description “description” | fullname “full-name”]

2. show groups 
または
show group detail groupname groupid

3. copy running-config startup-config

設定モード：

1. config t

2. groupname groupid [member username | owner ownername | phonenumber phone-number | 
phonenumberE164 full-number | privilege privilege-id]

3. exit

4. show groups 
または 
show group detail groupname groupid

5. copy running-config startup-config
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ユーザとグループの設定

グループの追加と変更
詳細手順

EXEC モード：

例

次の例では、グループが作成され、show コマンドの出力が表示されます。

se-10-0-0-0# groupname sales fullname "Sales Department"
se-10-0-0-0# groupname sales description "CA office"

se-10-0-0-0# show groups
Administrators
sales

se-10-0-0-0# show group detail groupname sales
Full Name:          Sales Department
Description:        CA office
Phone:
Phone(E.164):
Language:           en_ENU
Owners:
Members:
se-10-0-0-0#

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 groupname groupid [create | delete | description 
“description” | fullname “full-name”]

例：

se-10-0-0-0# groupname sales fullname “Sales 
Department”
se-10-0-0-0# groupname sales description “Retail 
Sales Department”
se-10-0-0-0# groupname sales delete

groupid 値を使用してグループを作成します。グ

ループに関する追加情報は、オプションのパラメー

タで設定します。

• create：他の情報を設定せずにグループを作成

します。

• delete：既存のグループを削除します。

• description：グループの説明を指定します。

• fullname：グループのログイン名を指定します。

ステップ 2 show groups

または、

show group detail groupname groupid

例：

se-10-0-0-0# show group detail groupname sales

設定されたグループすべてのグループ ID のリストを

表示します。このコマンドではグループの詳細は表

示されません。

または、

groupid 値を持つグループに関する詳細な設定情報

を表示します。

ステップ 3 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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ユーザとグループの設定

グループの追加と変更
設定モード：

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 groupname groupid [member username | owner ownername 
| phonenumber phone-number | phonenumberE164 
full-number | privilege privilege-id]

例：

se-10-0-0-0(config)# groupname sales member user1
se-10-0-0-0(config)# groupname sales owner user2
se-10-0-0-0(config)# groupname sales phonenumber 
50163
se-10-0-0-0(config)# groupname sales phonenumberE164 
14445550163
se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege 
ManagePrompts

groupid 値を使用してグループを作成します。ユー

ザに関する追加情報は、オプションのパラメータで

設定します。

• member：既存のユーザをこのグループのメンバー

として関連付けます。このコマンドを繰り返して、

グループに複数のユーザを割り当てます。

• owner：グループの所有者を指定します。所有

者は、メンバーとは見なされません。所有者に

グループのボイスメールボックスへのアクセス

権を割り当てる場合は、所有者をメンバーとし

て割り当てます。

• phonenumber：このグループに電話番号または

内線番号を関連付けます。スペースやダッシュ

は使用できません。

• phonenumberE164：このグループに電話番号

および市外局番を関連付けます。スペースや

ダッシュは使用できません。

• privilege：グループの特権レベルを指定します。

このグループに割り当てられたメンバーには、

指定された特権が付与されます。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show groups

または、

show group detail groupname groupid

例：

se-10-0-0-0# show group detail groupname sales

設定されたグループすべてのグループ ID のリストを

表示します。このコマンドではグループの詳細は表

示されません。

groupid 値を持つグループに関する詳細な設定情報

を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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ユーザとグループの設定

特権の設定
例

次の例では、sales グループに所有者と 2 つのメンバーが追加され、sales に電話番号が割り当てられます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# groupname sales member user1
se-10-0-0-0(config)# groupname sales member user2
se-10-0-0-0(config)# groupname sales owner user1
se-10-0-0-0(config)# groupname sales phonenumber 50163
se-10-0-0-0(config)# groupname sales phonenumberE164 12225550163
se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege ManagePrompts
sse-10-0-0-0(config)# exit

se-10-0-0-0(# show groups
Administrators
sales

se-10-0-0-0# show group detail groupname sales
Full Name:          Sales Department
Description:        CA office
Phone:              50163
Phone(E.164):       12225550163
Language:           en_ENU
Owners:             user1
Members:            user1 user2
se-10-0-0-0(#

特権の設定
Cisco Unity Express ソフトウェアが認識するユーザの特権は、次のとおりです。

• Superuser：Superuser 特権を持つユーザは、Cisco Unity Express GUI に管理者としてログインで

きます。また、Administration via Telephone（AvT）を通じてリモート ユーザおよびロケーショ

ンの音声名を録音できます。

• ManagePrompts：ManagePrompts 特権を持つユーザは AvT へのアクセス権を持っていますが、そ

れ以外の管理機能へのアクセス権は持っていません。

• Broadcast：Broadcast 特権を持つユーザは、ブロードキャスト メッセージをネットワーク全体に

送信できます。

• Local-Broadcast：Local-Broadcast 特権を持つユーザは、ローカル ネットワーク上のユーザだけに

ブロードキャスト メッセージを送信できます。

• ManagePublicList：ManagePublicList 特権を持つユーザは、パブリック同報リストを作成および

変更できます。

• ViewPrivateList：ViewPrivateList 特権を持つユーザは、別のユーザのプライベート同報リストを

表示できます。ただし、そのプライベート リストは変更または削除できません。

• ViewRealTimeReports：ViewRealTimeReports 特権を持つユーザは、リアルタイム レポートを表

示できます。

• ViewHistorical Reports： ViewHistoricalReports 特権を持つユーザは、履歴レポートを表示できま

す。

• Vm-Imap：Vm-Imap 特権を持つユーザは、IMAP 機能を使用できます。
145
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

ユーザとグループの設定

特権の設定
これらの特権レベルは、グループに割り当てられます。また、グループのメンバーには、特権が付与さ

れます。ソフトウェア初期化プロセスにより、管理者として指定されたインポート済みユーザから 
Administrator グループが作成されています。それ以外のグループについては、これらの特権を使用し

て作成できます。既存のグループにユーザを割り当てるには、CLI コマンドまたは GUI オプションの 
[Configure] > [Users] を使用します。

特権リストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show privileges コマンドを使用します。

グループに特権レベルを設定する方法については、「グループの追加と変更」（P.141）を参照してくだ

さい。
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ボイスメールの設定

この章では、Cisco Unity Express のボイスメール アプリケーションを設定する手順について説明しま

す。この章は、次の項で構成されています。

• 「ボイスメールの新しい送信方法の使用」（P.147）

• 「トリガーの設定」（P.147）

• 「ボイスメール アプリケーションの設定」（P.148）

• 「メールボックス設定の計画」（P.150）

• 「システム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.167）

ボイスメールの新しい送信方法の使用
リリース 3.0 以前は、Cisco Unity Express のメールボックスにメッセージを残すために次の 2 つの方法

がありました。

• 発信者が CFNA/CFB によってユーザの VM に接続し、メッセージを残すプロンプトが再生される。

• ユーザが VM にログインし、同じ Cisco Unity Express または既知のリモート ロケーションにある

別の Cisco Unity Express ノードの別のユーザに対して、メッセージを作成して送信する。

Cisco Unity Express バージョン 3.0 以降では、ユーザがメッセージを生成し、メールボックスにログイ

ンすることなく、そのメールボックスにメッセージを入れたり、外部の発信者がこの内線番号を呼び出

して、メッセージを残すことができるようになりました。そのためには、ユーザが「Send Voice 
Message」という Editor のボイスメール パレット内の新しい手順を使用します。この手順では次の 2 
つの入力が必要です。

• メッセージの送信先となるメールボックスの内線番号

• 送信する実際のメッセージ（エディタでサポートされるすべてのタイプのプロンプトが可能）

トリガーの設定
ボイスメール アプリケーションの設定後は、特定の信号またはトリガーが呼び出されたときに、ボイ

スメール アプリケーションを起動するようにシステムを設定する必要があります。トリガーは電話番

号であり、SIP または JTAPI サブシステムのいずれかに設定できます。発信者が特定の電話番号をダイ

ヤルすると、SIP または JTAPI サブシステムがボイスメール アプリケーションを起動します。ボイス

メール アプリケーション用に SIP および JTAPI トリガーを設定する方法については、「トリガーの管

理」（P.94）を参照してください。
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ボイスメール アプリケーションの設定
Cisco Unity Express ハードウェアでサポートされるトリガーの 大数については、『Release Notes for 
Cisco Unity Express』を参照してください。アプリケーションのトリガーを複数設定する手順について

は、「アプリケーションに対する複数のトリガーの設定」（P.102）を参照してください。

この設定は、Cisco Unified CME および Cisco Unified Communications Manager（SRST モード）に必

要です。

ボイスメール アプリケーションの設定
Cisco Unity Express ソフトウェアをシステムにインストールした後、この項で説明されている手順を

実行して、Cisco Unity Express に付属するボイスメール アプリケーションを設定する必要があります。

このアプリケーションは、デフォルトで使用可能になっています。

ボイスメールのアクセスおよびオペレータの電話番号を設定するには、「アプリケーションの SIP トリ

ガーの設定」（P.95）または 「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（Cisco Unified 
Communications Manager に限る）」（P.99）を参照してください。

このコマンドは、EXEC モードと Cisco Unity Express 設定モードの両方で使用できます。

アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有

ボイスメール アプリケーションおよび自動受付アプリケーション用に設定するパラメータの 1 つに、ア

プリケーションにいつでも同時にアクセスできる発信者の 大数があります。このパラメータである 
maxsessions は、Cisco Unity Express モジュール上のポート数によって制限されます（ご使用のモ

ジュールのポート数については、「プロンプト ファイルの録音」（P.84）を参照）。Cisco Unified 
Communications Manager では、ポートは ctiport コマンドを使用して設定します（「JTAPI パラメータ

の設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」（P.78）を参照）。

アプリケーションにポート数を割り当てる場合は、予想されるコール トラフィックを考慮します。ある

アプリケーションは別のアプリケーションよりも多くの使用可能なポートを必要とする場合があります

が、各アプリケーションでは着信通話用に少なくとも 1 つのポートを使用可能にする必要があります。

たとえば、モジュールに 4 つのポートがあり、ボイスメール アプリケーションの maxsessions に 4 を
割り当て、自動受付の maxsessions に 4 を割り当てるとします。4 人の発信者が同時にボイスメールに

アクセスしている場合、自動受付にアクセスする発信者が使用できるポートはありません。ボイスメー

ルに同時にアクセスしている発信者数が 0、1、2、または 3 人のときだけ、少なくとも 1 つのポートが

自動受付用に使用可能になります。

代わりに、3 をボイスメールの maxsessions に割り当て、3 を自動受付の maxsessions に割り当てると

します。どの時点においても、1 つのアプリケーションがすべてのポートを使い切ることはなくなりま

す。ボイスメールに 3 つのアクティブな通話がある場合、1 人の発信者が自動受付にアクセスできま

す。その間、2 人目の発信者は自動受付にアクセスできません。

各アプリケーション トリガーにも同様に maxsessions パラメータを割り当てる必要があります。トリ

ガーは、アプリケーションのスクリプトをアクティブにする電話番号です。トリガーの maxsessions 値
には、アプリケーションの maxsessions 値より大きい値は設定できません。

この手順に必要なデータ

デフォルトのボイスメール アプリケーションを設定するには、次の情報が必要です。

• アプリケーション名：voicemail

• ボイスメールに同時にアクセス可能な 大ユーザ数
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ボイスメールの設定

ボイスメール アプリケーションの設定
概略手順

1. config t

2. ccn application voicemail

3. description "text"

4. maxsessions number

5. end

6. exit

7. show ccn application

8. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn application voicemail

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn application voicemail

ボイスメール アプリケーションのアプリケー

ション設定モードを開始します。

ステップ 3 description “text”

例：

se-10-0-0-0(config-application)# description “Voice 
Mail”

（オプション）アプリケーションの説明を入力し

ます。テキストは二重引用符で囲みます。

ステップ 4 maxsessions number

例：

se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 6

このアプリケーションに同時にアクセスできる

ユーザの数を指定します。この値の割り当てに関

するガイドラインについては、「アプリケーショ

ンおよびトリガー間のポートの共有」（P.148）を

参照してください。

ステップ 5 end

例：

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

アプリケーション設定モードを終了します。

ステップ 6 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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メールボックス設定の計画
例

次の例は、show ccn application の出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn application

Name: voicemail
Description: Voice Mail
Script: voicebrowser.aef
ID number: 1
Enabled: yes
Maximum number of sessions: 6
logoutUri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/m bxLogout.jsp
uri: http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml

se-10-0-0-0#

メールボックス設定の計画
Cisco Unity Express データベースに設定されたユーザに、ボイスメールボックスを割り当てます。

メールボックス ユーザは、グループの個々のユーザまたは所有者です。

ユーザまたは内線番号の中には、ボイスメールボックスを必要としないものがあります。メールボック

スを効率的に使用するには、メールボックスを割り当てる前に、ユーザまたは内線番号の機能または目

的を検討してください。

ボイスメールボックスを作成または変更するコマンドは同じです。

この章は、次の項で構成されています。

• 「メールボックスのタイプ」（P.151）

• 「メールボックスのプロパティ」（P.151）

• 「メールボックスの設定」（P.151）

• 「PINless メールボックス アクセスの設定」（P.159）

• 「ボイスメールボックスのロック解除」（P.162）

• 「メッセージ ウェイティング インジケータの更新」（P.163）

• 「アナウンス専用メールボックスの設定」（P.163）

• 「通話フローのカスタマイズ設定」（P.165）

ステップ 7 show ccn application

例：

se-10-0-0-0# show ccn application

設定された各アプリケーションの詳細を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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メールボックス設定の計画
メールボックスのタイプ

Cisco Unity Express では、次に示す 2 つのタイプのメールボックスがサポートされています。

• 個人用メールボックス：このメールボックスは、特定のユーザに割り当てられます。メールボック

スにアクセスできるのは、このユーザだけです。発信者がこのメールボックスにメッセージを残す

と、Message Waiting Indicator（MWI; メッセージ ウェイティング インジケータ）ライトがオンに

なります。

• General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）：このメールボックスは、ユーザ グルー

プに割り当てられます（グループ メンバーの定義については、「グループの追加と変更」（P.141）
を参照）。グループのメンバーはすべて、メールボックスへのアクセス権を持っています。発信者

がこのメールボックスにメッセージを残しても、MWI はオンになりません。代わりに、メンバー

は、個人用メールボックスにログインすると、メンバーが属する各 GDM のメッセージにメール

ボックス メニューからアクセスできます。GDM に一度にアクセスできるメンバーは 1 人だけで

す。 初のメンバーが GDM のメッセージを保存または削除すると、以後のメンバーにはメッセー

ジは「新規」として再生されなくなります。

• アナウンス専用メールボックス：このメールボックスでは、ユーザ グリーティングの再生と通話

の切断しか実行できません。発信者からのメッセージの保存やメッセージの送信はできません。詳

細については、「アナウンス専用メールボックスの設定」（P.163）を参照してください。

メールボックスのプロパティ

• Cisco Unity Express でサポートされる電話は、Skinny Client Control Protocol（SCCP）を使用し

た IP Phone、または SCCP ゲートウェイ（Cisco VG 248 や Cisco ATA など）の内側にあるアナロ

グ電話機です。Media Gateway Control Protocol（MGCP）の IP Phone、Cisco Unified CME ルー

タ上のアナログ FXS 電話機、およびソフト電話はサポートされません。

• 個人用メールボックスのメッセージを削除できるのは、個人用メールボックスの所有者だけです。

GDM のすべてのメンバーは、メールボックスのメッセージを削除できます。管理者は、メッセー

ジを削除することも、システムにメッセージを格納する期間を表示することもできません。メール

ボックス所有者がボイスメールボックスにログインすると、アプリケーションは期限切れメッセー

ジすべてを所有者に通知します。

メッセージ有効期限の強制適用機能が有効な場合、所有者は期限切れのメッセージを削除する必要

があります。メッセージ有効期限の強制適用機能が無効な場合、所有者は各メッセージを削除する

ことも、保存することもできます。

期限切れメッセージ メニューからメッセージを保存すると、有効期限タイマーがそのメッセージ

から再始動します。

• メールボックスごとに格納域のサイズを変えることができます。デフォルト以外のサイズを割り当

てる際は、メールボックスの用途を検討してください。すべてのメールボックスの合計が、システ

ムに許容される 大格納域を超えることはできません。システムにおけるメールボックスの格納域

の容量については、「プロンプト ファイルの録音」（P.84）を参照してください。また、設定されて

いる格納域の容量を表示するには、show voicemail usage コマンドを使用します。

メールボックスの設定

メールボックスを設定するには、次の手順に従ってください。
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メールボックス設定の計画
前提条件

この手順を使用する前に、ボイスメールボックスを割り当てるユーザおよびグループの設定が完了して

いることを確認します。ユーザおよびグループをまだ作成していない場合は、「ユーザの追加と変更」

（P.136）または 「グループの追加と変更」（P.141）を参照してください。

この手順に必要なデータ

システム全体のメールボックスのデフォルト値は、インストール プロセスで設定されています。必要

に応じて、特定のメールボックスに関する次の値を変更します。

• メールボックス サイズ

• 有効期限（日数）

• メッセージ サイズ

デフォルト値を表示するには、show voicemail limits コマンドを使用します。システム全体のメール

ボックスのデフォルト値の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメータの設定」

（P.167）を参照してください。

概略手順

1. config t

2. voice mailbox owner name [size seconds]

3. description "text"

4. enable

5. expiration time days

6. greeting {alternate | standard}

7. mailboxsize seconds

8. messagesize seconds

9. tutorial

10. zerooutnumber "number"

11. end

12. exit

13. show voicemail {detail {mailbox | user} name | limits | mailboxes [idle days] | usage | users}

14. copy running-config startup-config
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メールボックス設定の計画
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voice mailbox owner name [size seconds]

例：

se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner user3
se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner sales

name 値、および格納域のサイズの値として seconds 
を持つメールボックスを作成し、メールボックス設

定モードを開始します。

このコマンドは、ユーザの名前と内線番号

（username コマンドを使用して設定します）を、ボ

イスメールボックスにマッピングします。

ステップ 3 description “text”

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# description “User 3 
mailbox”

（オプション）メールボックスの説明を入力します。

テキストは二重引用符で囲みます。

ステップ 4 enable 

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# enable

新しいメールボックスをアクティブにするか、無効

なメールボックスを再びアクティブにします。

ステップ 5 expiration time days

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# expiration time 10

メールボックスにメッセージを格納する日数を設定

します。デフォルトは 30 日です。

この値は、システム全体の有効期限よりも優先され

ます。

ステップ 6 greeting {alternate | standard}

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# greeting standard

発信者がメールボックスに到達したときにどのグ

リーティングを使用するかを指定します。メール

ボックス所有者は、Telephone User Interface（TUI; 
電話ユーザ インターフェイス）から標準グリーティ

ングとオプション グリーティングを録音できます。

ユーザがメッセージを録音していない場合は、デ

フォルトの録音が使用されます。

（注） Cisco Unity Express 7.1 から、greeting コマ

ンド用の追加オプションを利用できるように

なりました。「複数のグリーティングの設定」

（P.156）を参照してください。

ステップ 7 mailboxsize seconds

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# mailboxsize 300

メールボックスの格納域のサイズを秒単位で指定し

ます。これは、ステップ 2 に示した size パラメータ

と同じです。

ステップ 8 messagesize seconds

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# messagesize 120

着信メッセージの 大サイズを秒単位で指定します。
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メールボックス設定の計画
ステップ 9 tutorial

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# tutorial

電話ユーザがボイスメール システムに 初にログイ

ンしたときに、メールボックス チュートリアル プロ

グラムを有効にします。デフォルトでは有効になっ

ています。メールボックスの設定後に tutorial コマ

ンドを有効にすると、チュートリアルが再び開始さ

れますが、その際、ユーザの以前の選択が確認され

ます（選択は消去されません）。チュートリアルを無

効にするには、no tutorial コマンドを使用します。

ステップ 10 zerooutnumber “number”

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# zerooutnumber “2100”

発信者がユーザのメールボックスに転送された後で

オペレータに連絡するために「0」を押したときに発

信者を転送する内線番号を指定します。

ステップ 11 end

例：

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

メールボックス設定モードを終了します。

ステップ 12 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 13 show voicemail {detail {mailbox | user} name | limits | 
mailboxes [idle days]| usage | users}

例：

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox sales
se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user1
se-10-0-0-0# show voicemail detail user user3
se-10-0-0-0# show voicemail limits
se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes
se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes idle 5
se-10-0-0-0# show voicemail usage
se-10-0-0-0# show voicemail users

ボイスメールボックスのプロパティを表示します。

• detail：指定したユーザ ID のユーザに対して設

定されたメールボックスの詳細を表示します。

グループ メールボックスでは、メールボックス

の所有者ではなく、メールボックスの名前にな

ります。ユーザがグループ メールボックスの所

有者である場合は、ユーザの個人用メールボッ

クスとグループ メールボックスの両方の詳細が

表示されます。

• limits：すべてのメールボックスのデフォルト値

が表示されます。

• mailboxes：設定されたすべてのメールボックス

と、その現在のメールボックス格納域のステー

タスが表示されます。idle パラメータは、指定さ

れた日数またはそれ以上にわたって非アクティ

ブになっていたメールボックスを表示します。

• usage：システムのボイスメールの使用容量また

は設定容量が表示されます。

• users：ローカル ボイスメール ユーザが一覧表

示されます。

ステップ 14 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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メールボックス設定の計画
例

次の例では、ユーザのメールボックスが設定され、show コマンドの出力が表示されます。

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

se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner user3
se-10-0-0-0(config-mailbox)# description "User 3 mailbox"
se-10-0-0-0(config-mailbox)# expiration time 10
se-10-0-0-0(config-mailbox)# greeting alternate
se-10-0-0-0(config-mailbox)# mailboxsize 480
se-10-0-0-0(config-mailbox)# messagesize 120
se-10-0-0-0(config-mailbox)# no tutorial
se-10-0-0-0(config-mailbox)# zerooutnumber “2100”
se-10-0-0-0(config-mailbox)# enable
se-10-0-0-0(config-mailbox)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user3

Owner:                                  /sw/local/users/user3
Type:                                   Personal
Description:                            User 3 mailbox
Busy state:                             idle
Enabled:                                true
Mailbox Size (seconds):                 480
Message Size (seconds):                 120
Play Tutorial:                          false
Space Used (seconds):                   0
Total Message Count:                    0
New Message Count:                      0
Saved Message Count:                    0
Future Message Count: 0
Deleted Message Count: 0
Expiration (days):                      10
Greeting:                               alternate
Zero Out Number: 1234
Created/Last Accessed:                  Oct 15 2003 19:31:15 PST

se-10-0-0-0# show voicemail limits

Default Mailbox Size (seconds):         3000
Default Caller Message Size (seconds):  60
Maximum Recording Size (seconds):       900
Default Message Age (days):             30
System Capacity (minutes):              3600
Default Prompt Language:                en_ENU
Operator Telephone:                     1000
Maximum Broadcast Size (seconds):       300
Broadcast Message Age (days):           30
Broadcast Message MWI:                  disabled
Play Caller Id:                         disabled
Mandatory Message Expiry:               disabled
Mailbox Selection:                      last-redirect

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes

OWNER MSGS NEW SAVE DEL BCST FUTR MSGTIME MBXSIZE USED
user1 16 16 0 0 4 1 3000 3000 100%
user2 16 16 0 0 4 0 3000 3000 100%
user3 16 16 0 0 4 2 3000 3000 100%
user4 16 16 0 0 4 1 3000 3000 100%
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se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes idle 3

OWNER                              IDLE MSGS MSGTIME MBXSIZE
"user1"                            10   0    0       3000
“user2"                            10   0    0       3000
“user3"                            10   0    0       3000
“user4"                            10   0    0       3000
“user5"                            10   0    0       3000
“user6"                            10   0    0       3000

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes idle 20

OWNER                              IDLE MSGS MSGTIME MBXSIZE
"user1"              18   0    0       3000

se-10-0-0-0# show voicemail detail user user3

-- Mailboxes owned --
"/sw/local/users/user3"       User 3 mailbox
-- Mailboxes accessible --

se-10-0-0-0# show voicemail usage

personal mailboxes:                     1
general delivery mailboxes:             0
orphaned mailboxes:                     0
capacity of voicemail (minutes):        6000
allocated capacity (minutes):           8.0
message time used (seconds):            0
message count:                          0
average message length (seconds):       0.0
greeting time used (seconds):           0
greeting count:                         0
average greeting length (seconds):      0.0
total time used (seconds):              0
total time used (minutes):              0.0
percentage used time (%):               0
se-10-0-0-0#

複数のグリーティングの設定

バージョン 7.1 から、複数のグリーティングを設定できるようになりました。これらのグリーティング

は、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

• 標準グリーティング

• オプション グリーティング 

このカテゴリには、次のタイプのグリーティングがあります。

– 代理

– 会議

– 休暇

– 長期不在

• 状態ベースのグリーティング

このカテゴリには、次のタイプのグリーティングがあります。

– 通話中
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– 時間外

– 内線

デフォルトでは、標準グリーティングが有効になっていて、オプション グリーティングまたは状態

ベースのグリーティングのいずれも有効ではありません。標準グリーティングは常に有効になっていま

すが、オプション グリーティングのいずれかを有効にした場合は、そのタイプが標準グリーティング

や状態ベースのグリーティングよりも優先されます。

状態ベースのグリーティングのいずれか、またはすべてを有効にできます。これらのグリーティング

は、オプション グリーティングが有効になっていない場合に、次のような状況で再生されます。

• システムが通話中の場合は、通話中グリーティングが再生されます。通話中グリーティングが有効

になっていると、他の状態ベースのグリーティングよりも優先されます。

• 営業時間外の間は、時間外グリーティングが再生されます。

• 内線番号からの通話の場合は、内線グリーティングが再生されます。

標準グリーティング以外のグリーティングは、有効にするときに、グリーティングの終了日を指定する

こともできます。

また、すべてのグリーティングに対して次の操作を実行できます。

• グリーティングのソースを設定する。

• グリーティングをアップロードする。

グリーティングのソースを次のいずれかに設定します。

• システム グリーティング

これはシステムに付属のグリーティングで、システム プロンプトで構成されます。

• ユーザ録音 

これはユーザによって録音およびアップロードされたグリーティングです。有効になっているかど

うかにかかわらず、録音できます。

• なし

これは空のグリーティングで、グリーティングを再生しない場合に選択できます。

デフォルトのソースは、ユーザが録音したカスタム グリーティングです。カスタム グリーティングが

有効になっているときにユーザ録音が用意されていない場合は、システム グリーティングが再生され

ます。

概略手順

1. configure terminal

2. voice mailbox owner name

3. greeting {alternate | meeting | vacation | extended-absence | busy | internal | closed} {enable | 
enable until month month day day time hh:mm} recording-type {user-recording | none | 
system-default} 

4. exit

5. voicemail default biz-schedule name

6. end

7. voicemail mailbox copy owner owner greeting {alternate | meeting | vacation | 
extended-absence | busy | internal | closed} url url username username password password
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8. voicemail mailbox delete owner owner greeting {alternate | meeting | vacation | 
extended-absence | busy | internal | closed} user-recording

9. show voicemail detail mailbox name

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
se-10-0-0-0# configure terminal

設定モードを開始します。

ステップ 2 voice mailbox owner name

例：
se-10-0-0-0(config)# voicer mailbox owner user-8

メールボックス設定モードを開始します。

ステップ 3 greeting {alternate | meeting | vacation | 
extended-absence | busy | internal | closed} {enable 
| enable until month month day day time hh:mm | 
recording-type {user-recording | none | 
system-default}

例：
se-10-0-0-0(config-mailbox)# greeting alternate 
enable until month 10 day 22 time 22:00

オプションで次の操作を実行できるように、メール

ボックス設定モードを開始します。

• グリーティングを有効にする。

• グリーティングに終了日を指定して有効にする。

• グリーティングのソースを設定する。

ステップ 4 exit

例：
se-10-0-0-0(config-mailbox)# exit

設定モードに戻ります。

ステップ 5 voicemail default biz-schedule name

例：
se-10-0-0-0(config)# voicemail default biz-schedule 
standard-schedule

ボイスメール システムのデフォルトの営業時間スケ

ジュールを指定します。

ステップ 6 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 voicemail mailbox copy owner owner greeting 
{alternate | meeting | vacation | extended-absence | 
busy | internal | closed} url url username username 
password password

例：
se-10-0-0-0# voicemail mailbox copy owner user-8 
greeting alternate url 
http:\\domain.com\folder\file.doc username admin-2 
password my-pass

（オプション）グリーティングをアップロードしま

す。
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例

次の例は、show voicemail detail mailbox コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user1

Owner:                                  /sw/local/users/user1
Type:                                   Personal
Description:                            user1
Busy state:                             idle
Enabled:                                enabled
Allow login without pin: yes - from any phone number
Mailbox Size (seconds):                 3000
Message Size (seconds):                 60
Play Tutorial:                          true
Space Used (seconds):                   0
Fax Enabled: true
Total Message Count:                    12
New Message Count:                      3
Saved Message Count:                    3
Future Message Count: 2
Deleted Message Count: 4
Fax Message Count:                    1
Expiration (days):                      30
Greeting:                               standard, vacation, busy
Zero Out Number: 1234
Created/Last Accessed:                  Nov 05 2003 04:38:28 GMT+00:00

PINless メールボックス アクセスの設定

Cisco Unity Express 3.2 には、オプションの PINless ボイスメール機能が搭載されています。ユーザ

は、この機能を使用して、PIN を使用せずにメールボックスにログインできます。PINless ボイスメー

ル アクセスには、次の 2 つのモードがあります。

• ボイスメールへの PINless アクセスを、ボイスメールボックスの所有者に対して設定されている内

線番号か、E.164 番号からだけに制限する。ユーザのファックス番号からの PINless ログインはで

きません。

• 任意の電話番号からの PINless アクセスを許可する。

ステップ 8 voicemail mailbox delete owner owner greeting 
{alternate | meeting | vacation | extended-absence | 
busy | internal | closed} user-recording

例：
se-10-0-0-0# voicemail mailbox delete owner user-8 
greeting vacation

（オプション）グリーティングのユーザ録音を削除し

ます。

ステップ 9 show voicemail detail mailbox name 

例：
se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user-8 

（オプション）メールボックスに関する情報を表示し

ます。

コマンドまたは操作 目的
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（注） どちらの場合でも、意図した受信者以外の人が、PINless アクセスが可能なように設定されたボイス

メールボックス内のメッセージを聞くことができます。

前提条件

Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョン

TUI および PINless ログイン

その所有者のプライマリ内線番号だけから PINless アクセスできるように設定されたメールボックスに

は、所有者のユーザ ID や PIN を入力せずにその電話からアクセスできます。しかし、他の内線番号か

らそのメールボックスにアクセスした場合、その所有者のユーザ ID と PIN の両方が必要になります。

これらを入力するためのメニューを呼び出すには、メイン メールボックス メニューで「*-*」を押す必

要があります。

どの電話からも PINless アクセスできるように設定されたメールボックスでは、所有者のプライマリ内

線番号からアクセスする際に、ユーザ ID も PIN も不要です。しかし、他の電話からアクセスした場

合、所有者のユーザ ID が必要です。これを入力するためのメニューを呼び出すには、メイン メール

ボックス メニューで「*-*」を押す必要があります。

発信通知

発信通知時に、ユーザは PIN を入力してメールボックスにログインできます。そのメールボックスに

対して、任意の電話からの PINless ログインが設定されている場合、発信通知時に何も入力せずに直接

メールボックスにアクセスできます。ユーザの内線番号だけからの PINless ログインが設定されている

場合は、通知時に、通知がユーザの設定済み電話のいずれかに対するものでない場合、メールボックス

にログインするには PIN を入力する必要があります。

PIN の有効期限

PINless ログインが設定されている場合、PIN の有効期限は適用されません。ユーザの電話からの 
PINless ログインが有効になっている場合、PIN の有効期限が適用されるのは、メールボックスの所有

者の内線番号以外の内線番号からメールボックスにログインする場合だけです。ただし、これは個人用

メールボックスだけに適用されます。PIN の有効期限を、PINless 設定および AVT と同時に設定する

方法については、「Administration Via Telephone」（P.160）を参照してください。

アカウント ロックアウト、メールボックス使用中、メールボックス無効

アカウント ロックアウト、メールボックス使用中、メールボックス無効は、PINless 設定にかかわらず

適用されます。

Administration Via Telephone 

PINless ログインは、個人用メールボックスだけに適用され、Administration Via Telephone（AvT）に

は適用されません。AvT にログインする際には、ユーザは必ず内線番号と PIN の両方を入力する必要

があります。
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ユーザの PIN の有効期限が切れている場合、PIN を変更するまでユーザは AvT にログインできません。

ただし、AvT によってその入力を求められることはなく、メールボックスが PINless に設定されている

場合、ボイスメールボックスにアクセスする際に PIN を変更するように求められることはありません。

これらの状況では、次の 3 つのオプションからいずれかの方法を使用して PIN を手動で変更する必要

があります。

• CLI コマンド username [name] pin [digits]
• GUI の [User Profile] ページ

• TUI（[Setup Options] > [Personal Settings]）

チュートリアル

ユーザがメールボックスにログインし、チュートリアルを実行する場合、PINless ログインが設定され

ている場合でも、チュートリアル機能により、常に PIN の設定が求められます。

VoiceViewExpress および PINless ログイン

PINless ユーザがプライマリ内線番号から VoiceViewExpress にアクセスする場合、直接ホーム ページ

に移動します。そのユーザが他の電話番号から VoiceView にアクセスしている場合は、自動入力メー

ルボックス ID を削除する必要があります。そのためには、電話が登録されているメールボックスの

ホーム ページに移動し、「logout」ソフトキーを押してログイン ページを表示します。ここで、任意の

電話からの PINless ボイスメールが設定されていない限り、自身のユーザ ID と PIN を入力する必要が

あります。

PINless ログインを無効にする際のボイス メッセージ

メールボックスに対する PINless ログインを無効にする場合、次の新しいボイス メッセージが生成さ

れ、メールボックスに格納されます。

「Your mailbox was enabled to login without password and later it was disabled.  If you have any 
questions contact the system administrator.」

任意の電話からの PINless ログインから、ユーザの電話からの PINless ログインに変更する際のボイス メッセージ

ボイスメールボックスの設定を、任意の電話からの PINless ログインから、ユーザの電話からの 
PINless ログインに変更する場合、次のメッセージが生成されます。

「Your mailbox was enabled to login without password from any phone and later it was disabled.  If you 
have any questions contact the system administrator.」

メールボックスに対する PIN ログインの動作を変更するには、login pinless コマンドを使用します。

Cisco Unity Express の config-mailbox モードを開始し、次のコマンドを入力します。

[no|default] login pinless {subscriber-phones | anyphone}

no login pinless... コマンドを実行すると、ユーザのボイスメールボックスへのアクセスに PIN の入力

が必要になります。

default login pinless... コマンドには、no login pinless... コマンドと同じ効果があります。ボイスメー

ルボックスにアクセスするにはデフォルトで PIN が必要なためです。

login pinless subscriber-phones コマンドを使用すると、発信者は、ユーザの設定された内線番号、

E.164、またはファックス番号から、PIN を入力せずにボイスメールボックスにアクセスできます。こ

れらの発信元以外から発信した場合は、PIN の入力が必要になります。
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login pinless any-phone コマンドを使用すると、すべての発信者が PIN を入力せずにボイスメール

ボックスにアクセスできます。

（注） このコマンドは GDM の設定の下に表示されますが、個人用メールボックスでだけ有効です。GDM の
設定でコマンドの使用を試みると、エラー メッセージが表示されます。

例：
se-10-0-0-0(config-mailbox)# no login pinless subscriber-phones

メールボックスの詳細を表示するための、Cisco Unity Express EXEC モードの次のコマンドでも、

PINless ログインの設定が表示されます。

show voicemail detail mailbox [owner]

例：
Owner: /sw/local/users/cjwhite
Type: Personal
Description:
Busy state: idle
Enabled: true
Allow login without pin: [no |
yes - from subscriber's phone numbers |
yes - from any phone number]
Mailbox Size (seconds): 3000
Message Size (seconds): 60
Play Tutorial: false
Fax Enabled: true
Space Used (seconds): 12
Total Message Count: 1
New Message Count: 1
Saved Message Count: 0
Future Message Count: 0
Deleted Message Count: 0
Fax Message Count: 0
Expiration (days): 30
Greeting: standard
Zero Out Number:
Created/Last Accessed: Jun 05 2007 17:06:07 PDTumber: 1

ボイスメールボックスのロック解除

メールボックスがロックされた場合、電話ユーザには、メールボックスが使用できないことを知らせる

メッセージが再生されます。メールボックスのロックを解除するには、voice mailbox unlock コマンド

を使用します。

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを入力します。

voice mailbox unlock {owner name | telephonenumber tel-number}

name メールボックス所有者の名前

tel-number メールボックスの内線番号または電話番号
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例：
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock owner user3
se-10-0-0-0# voice mailbox unlock telephonenumber 50174

このコマンドは、[Voice Mail] > [Mailboxes] を選択して [Unlock] アイコンをクリックする GUI 操作

に相当します。

メッセージ ウェイティング インジケータの更新

ユーザの電話機にある MWI ライトは、メールボックスのボイス メッセージ ステータスと同期がとれ

なくなる場合があります。この状況が発生すると、メールボックスに新しいメッセージがないのに 
MWI ライトが点灯する、またはメールボックスに新しいメッセージがあるのに MWI ライトが点灯し

ない、といった現象が起きることがあります。

MWI ライトを更新して、メールボックス メッセージ ステータスと MWI ライトの同期をとるには、

mwi refresh all コマンドまたは mwi refresh telephonenumber コマンドを使用します。ユーザへの

メッセージがなければ、MWI はオフになります。ユーザへのボイス メッセージがあれば、MWI ライ

トはオンになります。

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを入力します。

mwi refresh all 

または、

mwi refresh telephonenumber tel-number

ここで、tel-number は特定の内線の電話番号です。

例：
se-10-0-0-0# mwi refresh all
se-10-0-0-0# mwi refresh telephonenumber 50174

このコマンドは、[Voice Mail] > [Message Waiting Indicators] > [Refresh] を選択して [Refresh All] ま
たは [Refresh Selected] アイコンをクリックする GUI 操作に相当します。

アナウンス専用メールボックスの設定

バージョン 7.1 から、アナウンス専用メールボックスを設定できるようになりました。これらのメール

ボックスは、ユーザ グリーティングを再生し、通話だけを切断します。発信者からのメッセージの保

存やメッセージの送信はできません。

アナウンス専用メールボックスを使用すると、次のことが可能になります。

• 録音や削除など、個人用メールボックスのグリーティングで実行可能な操作を実行できます。

• 複数グリーティング機能で採用された新しいグリーティング タイプをすべて使用できます。詳細

については、「複数のグリーティングの設定」（P.156）を参照してください。

• 共用メールボックスをアナウンス専用メールボックスとして設定できます。

また、アナウンス専用メールボックスには、次の特徴があります。

• everyone リスト（9999）に含めることはできません。

• メールボックス ライセンスに対してカウントされます。
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メールボックス設定の計画
• 作成時のデフォルトのサイズは 5 分ですが、デフォルト サイズは後で変更できます。

アナウンス専用メールボックスはメッセージを送受信できないため、次のことはできません。

• 同報リストの作成 

• 通知デバイスの設定

そのため、アナウンス専用メールボックスでは、次のことはできません。

• アナウンス専用メールボックス宛てのメッセージの送信 

• 通知のカスケード 

• ブロードキャスト メッセージの受信

アナウンス専用メールボックスには、TUI、VVE、または IMAP のいずれかを使用してログインでき

ます。ただし、アナウンス専用メールボックスにはメッセージが格納されないため、IMAP を使用して

アナウンス専用メールボックスにログインする理由はありません。

次の機能は、個人用メールボックスでだけ使用でき、アナウンス専用メールボックスでは使用できません。

• メッセージの有効期限

• メッセージ サイズ

• ファックスの設定

次の操作は、TUI および VVE で個人用メールボックスに対してだけ実行でき、アナウンス専用メール

ボックスに対しては実行できません。

• 新規、保存済み、削除済みメッセージの再生

• メッセージの送信

• 設定リストや通知デバイスなどのメッセージ パラメータの設定

概略手順

1. configure terminal

2. voice mailbox owner name type announcement-only [size seconds]

3. end

4. show voicemail detail mailbox name

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 configure terminal

例：

se-10-0-0-0# configure terminal

設定モードを開始します。

ステップ 2 voice mailbox owner name type announcement-only 
[size seconds]
se-10-0-0-0(config)# voice mailbox owner user-8 type 
announcement-only size 60

メッセージを残すために使用できないメールボック

スを作成します。アナウンスを作成するためだけに

使用します。
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ボイスメールの設定

メールボックス設定の計画
例

次の例は、show voicemail detail mailbox コマンドのサンプル出力を示しています。

e-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox User-8

Owner:                                  /sw/local/users/User-8
Type:                                   Announcement Only
Description:                            User1 mailbox
Busy state:                             idle
Enabled:                                true
Allow login without pin:no
Mailbox Size (seconds):300
Play Tutorial: false
Space Used (seconds):17

通話フローのカスタマイズ設定

バージョン 7.1 から、通話中に発信者が押したキーに応答して通話フローを進行する方法をカスタマイ

ズできるようになりました。各メールボックスに対し、メールボックスの所有者またはシステム管理者

は、発信者によるキー入力に対して次のアクションのいずれかを割り当てることができます。

• 別の番号への通話の転送

• オペレータへの接続

• 入力の無視

• グリーティングの繰り返し

• 終了メッセージの再生

• グリーティングのスキップ

• ユーザ サインインへの移行

これらのアクションは、0 ～ 9 の数字、アスタリスク（*）、シャープ記号（#）など、ユーザによる 1 
桁の入力に対してだけ割り当てることができます。

また、発信者通話フロー規制テーブルを設定することで、発信者入力機能の使用を規制することもでき

ます。

概略手順

1. configure terminal

2. voice mailbox owner name

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show voicemail detail mailbox name 

例：

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user-8 

（オプション）メールボックスに関する情報を表示し

ます。

コマンドまたは操作 目的
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メールボックス設定の計画
3. caller-flow caller-input input {ignore | repeat-greeting | say-goodbye | skip-greeting 
|subscriber-signin | transfer-to E164Phone | transfer-operator}

4. exit

5. voicemail conversation caller caller-flow restriction-table restriction-tablename

6. end

7. show voicemail detail mailbox name

8. show voicemail conversation caller caller-flow restriction-table

9. show running-config

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 configure terminal

例：

se-10-0-0-0# configure terminal

設定モードを開始します。

ステップ 2 voice mailbox owner name

例：

se-10-0-0-0(config)# voicer mailbox owner user-8

メールボックス設定モードを開始します。

ステップ 3 caller-flow caller-input input {ignore | 
repeat-greeting | say-goodbye | skip-greeting | 
subscriber-signin | transfer-to E164Phone | 
transfer-operator}

例：

se-10-0-0-0(config-mailbox)# caller-flow 
caller-input 6 subscriber-signin 

このメールボックスで使用する、指定した発信者入

力に対する通話フローを指定します。

ステップ 4 exit

例：

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

設定モードに戻ります。

ステップ 5 voicemail conversation caller caller-flow 
restriction-table restriction-tablename

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation caller 
caller-flow restriction-table call-flow restriction

（オプション）通話フローを通じた着信転送の範囲を

制限する規制テーブルを設定します。

ステップ 6 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show voicemail detail mailbox name 

例：

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user-8 

（オプション）メールボックスに関する情報を表示し

ます。
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システム全体のボイスメール パラメータの設定
例

次のコマンドの出力例については、「例」（P.165）を参照してください。

• show voicemail detail mailbox 

• show voicemail conversation caller caller-flow restriction table 

• show running-config 

システム全体のボイスメール パラメータの設定
システム全体に適用される次のパラメータは、すべてのボイスメールボックス用に設定可能です。

• 容量：システム内のすべてのメールボックスに許可されている格納時間の合計（単位：時間）。工

場出荷時のデフォルトは、システムに許容される 大容量です。

• メッセージ有効期限の強制適用：この機能を有効にすると、すべてのユーザは、メッセージの有効

期限が切れたときにボイスメール メッセージを削除する必要があります。ユーザは、メッセージを

保存できなくなります。デフォルトでは、メッセージ有効期限の強制適用が無効になっています。

システムでメッセージ有効期限の強制適用を有効にすると、TUI で期限切れのメッセージを保存ま

たは再保存できなくなります。

メッセージ有効期限は、メッセージが前回保存された時間ではなく、メッセージの配信時間を使用

して計算されます。

自分自身に対するメッセージの転送は許可されません。

メッセージ有効期限の強制適用を有効にするには、voicemail message mandatory-expiry コマン

ドまたは [Defaults] > [Voice Mail] GUI オプションを使用します。

• 有効期限：メッセージがメールボックスに保持される日数。ユーザがボイスメールボックスにログ

インすると、期限切れのすべてのメッセージを示すメッセージが再生されます。メッセージ有効期

限の強制適用機能が無効な場合、ユーザは各メッセージを保存、スキップ、または削除できます。

工場出荷時のデフォルト値は 30 日です。

• 言語：ボイスメール プロンプトに使用される言語。使用可能な言語のリストについては、

『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。デフォルト値は、インストールし

た言語パッケージによって決定されます。CLI コマンドを使用して変更することはできません。

• メールボックス サイズ：メールボックス内のボイス メッセージの 長格納秒数。工場出荷時のデ

フォルト値は、 大格納容量をメールボックスの 大数（個人用および共用）で割ることによって

決定されます。

ステップ 8 show voicemail conversation caller caller-flow 
restriction-table

例：

se-10-0-0-0# show voicemail conversation caller 
caller-flow restriction-table

（オプション）通話フローを通じた着信転送の範囲を

制限する規制テーブルに関する情報を表示します。

ステップ 9 show running-config

例：

se-10-0-0-0# show running config

（オプション）実行コンフィギュレーション ファイ

ルを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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ボイスメールの設定

システム全体のボイスメール パラメータの設定
• メッセージ長：メールボックス内の保存メッセージ 1 件あたりの 長秒数。工場出荷時のデフォル

トは 60 秒です。

• 録音時間：ユーザの録音メールボックス グリーティングの 大時間。有効な値は 10 ～ 3600 秒で

す。デフォルトは 900 秒です。

• オペレータ内線番号：ボイスメール オペレータの内線番号。

注意 ボイスメールの電話番号とボイスメール オペレータの電話番号は、同じ番号にできません。これら

の番号が同じである場合、ボイスメール システム内でオペレータを呼び出そうとしたユーザは、再

度ボイスメール システムに転送されます。また、オペレータのボタンを押した外部からの発信者も

ボイスメール システムに接続されます。

• 発信者 ID 情報：着信ボイス メッセージに対する発信者 ID 情報の再生を許可します。デフォルト

では、情報を再生しません。

• ブロードキャスト有効期限：ブロードキャスト メッセージがシステムに保存される期間（日数）。

ブロードキャスト メッセージの設定の詳細については、「ブロードキャスト メッセージの設定」

（P.350）を参照してください。

• ブロードキャスト メッセージ録音時間：ブロードキャスト メッセージの長さ（秒）。有効な値は 
10 ～ 3600 秒です。ブロードキャスト メッセージの設定の詳細については、「ブロードキャスト 
メッセージの表示」（P.353）を参照してください。

• ブロードキャスト メッセージ MWI ステータス：内線番号がブロードキャスト メッセージを受信

したときの MWI ライトの点灯を有効にします。デフォルトでは無効になっています。ブロード

キャスト メッセージ MWI ステータスの詳細については、「ブロードキャスト メッセージに対する 
MWI ライトの有効化」（P.352）を参照してください。

• ボイスメール発信者録音プロンプト：受信者のグリーティングの再生後にメッセージを録音できる

よう、発信者に対するプロンプトの再生を有効にします。プロンプト メッセージは、「Record 
your message at the tone.  When you are finished, hang up or press # for more options.」です。デ

フォルトでは、プロンプトが再生されます。

• メールボックスの選択：着信ボイス メッセージを保存するメールボックス。このオプションは、

元の送信先番号（OCN）または 後にリダイレクトされた番号（LRD）です。LRD がデフォルト

のオプションです。

たとえば、発信者 A がユーザ B の内線番号を呼び出し、その通話がユーザ C に転送され、ユーザ 
C は電話に応答しなかったとします。その通話は、ボイスメールに転送されます。ユーザ B の内線

番号は OCN で、ユーザ C の内線番号は LRD です。システムに OCN オプションが設定されてい

る場合、システムはユーザ B のメールボックスにメッセージを保存します。システムに LRD オプ

ションが設定されている場合、システムはユーザ C のメールボックスにメッセージを保存します。

（注） 次のオプションを選択した場合は、メールボックスの選択オプションが機能しません。

— 2 つの Cisco Unity Express モジュールをネットワーク化する Cisco Unified CME シス

テム上の OCN オプション

— ボイスメール プロファイルが設定されていない 2 つの Cisco Unity Express モジュール

をネットワーク化する Cisco Unified Communications Manager システム上の OCN オプ

ション

— 2 つの Cisco Unity Express モジュールをネットワーク化する Cisco Unified 
Communications Manager システム上の LRD オプション

[Defaults] > [Voice Mail] GUI オプションでも、メールボックスの選択が設定されます。
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システム全体のボイスメール パラメータの設定
• ボイスメールボックス マスク（Cisco Unified Communications Manager に限る）

Cisco Unity Express は、Cisco Unified Communications Manager でサポートされるボイスメール

ボックス マスク機能を使用します。

Cisco Unity Express で、この機能を使用するための設定は必要ありません。

Cisco Unified Communications Manager でボイスメールボックス マスクが設定された場合、

Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unity Express に送信する前に番号にマスクを

適用します。Cisco Unity Express は、この番号を使用して、リダイレクトされた着信通話に対し

て正しいメールボックスを見つけます。

たとえば、電話番号 7510 に通話が着信し、Cisco Unity Express ボイスメールにリダイレクトされ

たとします。

– Cisco Unified Communications Manager でボイスメールボックス マスクが設定されていない

場合、Cisco Unity Express は 7510 のメールボックスを見つけようとします。

– Cisco Unified Communications Manager に 222555XXXX などのボイスメールボックス マスクが

設定されている場合、Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unity Express に番号 
2225557510 を送信し、Cisco Unity Express は 2225557510 のメールボックスを探します。

これらのパラメータの設定方法については、「すべてのボイスメールボックスに対するシステム全体の

ボイスメール パラメータの設定」（P.170）を参照してください。特定のメールボックスのメールボッ

クス サイズ、メッセージ長、および有効期限に別の値を設定する方法については、「メールボックスの

設定」（P.151）を参照してください。

すべてのボイスメールボックスに対するシステム全体のパラメータの設定に加えて、次の事項を制御す

るその他のシステム全体の一般的なボイスメール パラメータも設定できます。

• 発信者が、先にオペレータに転送されることなく、同じユーザまたは異なるユーザに対して複数の

ボイス メッセージを残すことができるかどうか。

• ユーザが、ログイン中に共用メールボックス（GDM）の新しいメッセージの要約を再生できるか

どうか。

• TUI を使用してメッセージを取得するときに、ユーザに対してどのメッセージ プロパティを再生

するか。

• すべての機能に対して、システム レベルでボイス メッセージを名前と内線番号のどちらでアドレ

ス指定するか。

システム全体の一般的なボイスメール パラメータを設定する方法については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「すべてのボイスメールボックスに対するシステム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.170）

• 「同じセッションで複数のボイス メッセージを残す機能の設定」（P.174）

• 「ユーザのログイン中のボイスメール要約プロンプトの使用方法の設定」（P.175）

• 「メッセージ プロパティ（エンベロープ）のカスタマイズの設定」（P.176）

• 「ボイス メッセージ送信のためのデフォルト アドレス指定の設定」（P.178）

• 「着信メッセージに対する発信者 ID の設定」（P.179）
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ボイスメールの設定

システム全体のボイスメール パラメータの設定
すべてのボイスメールボックスに対するシステム全体のボイスメール 
パラメータの設定

概略手順

1. config t

2. voicemail capacity time minutes

3. voicemail message mandatory-expiry

4. system language preferred xx_YY

5. voicemail default {broadcast expiration time days | expiration time days | language xx_YY | 
mailboxsize mailboxsize-seconds | 
messagesize messagesize-seconds}

6. voicemail operator telephone tel-number

7. voicemail recording time seconds

8. voicemail callerid

9. voicemail conversation caller recording-prompt

10. voicemail mailbox-selection {last-redirect | original-called}

11. exit

12. copy running-config startup-config

13. show voicemail limits

14. show system language

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail capacity time minutes

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail capacity time 3000

システム全体に適用される 大格納域として、す

べての設定済みメールボックスに許可する time 
の値を分単位で設定します。

ステップ 3 voicemail message mandatory-expiry

例：

se-10-0-0-0# voicemail message mandatory-expiry

メッセージ有効期限の強制適用を有効にします。
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ボイスメールの設定

システム全体のボイスメール パラメータの設定
ステップ 4 system language preferred  xx_YY

例：

se-10-0-0-0(config)# system language preferred en_ENU

ローカルの Cisco Unity Express システムのボイ

スメール プロンプトで使用するデフォルトの言語

を指定します。

• xx_YY：ローカルの Cisco Unity Express シス

テムのボイスメール プロンプトで使用するデ

フォルトの言語を指定します。使用可能な言

語のリストについては、『Release Notes for 
Cisco Unity Express』を参照してください。

ステップ 5 voicemail default {broadcast expiration time days | 
expiration time days | language xx_YY | mailboxsize 
mailboxsize-seconds | 
messagesize messagesize-seconds}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail default broadcast 
expiration time 15
se-10-0-0-0(config)# voicemail default expiration time 
30
se-10-0-0-0(config)# voicemail default language en_ENU
se-10-0-0-0(config)# voicemail default mailboxsize 300
se-10-0-0-0(config)# voicemail default messagesize 120

新しい個別送信メールボックスまたは共用メール

ボックスのデフォルト値を割り当てます。これら

の値は後で、特定のメールボックス用に別の値に

変更できます。

• broadcast expiration time days：ブロード

キャスト メッセージをシステムに保存できる

日数を設定します。

• expiration days：メッセージがメールボック

スに保存されてからボイスメール システムに

よって削除されるまでの日数を設定します。

• language：ローカルの Cisco Unity Express シ
ステムのボイスメール プロンプトで使用する

デフォルトの言語を指定します。使用可能な

言語のリストについては、『Release Notes for 
Cisco Unity Express』を参照してください。

• mailboxsize mailboxsize-seconds：メール

ボックスに保存されるメッセージの 長秒数

を設定します。

• messagesize messagesize-seconds：メール

ボックスに保存される発信者のメッセージの

長秒数を設定します。

ステップ 6 voicemail operator telephone tel-number

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail operator telephone 9000

tel_number の値をボイスメール オペレータの内線

番号として割り当てます。メールボックスの所有

者は、ボイスメール システムでボイスメール オペ

レータにアクセスする際、この内線番号にダイヤ

ルします。この内線番号をグループに割り当てな

いでください。この内線番号は、自動受付オペ

レータの内線番号と同じである必要はありません。

ステップ 7 voicemail recording time seconds

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail recording time 300

time の値（秒）を、ボイスメール システムのす

べてのグリーティングまたはメッセージの 長録

音時間として割り当てます。有効な値は 10 ～ 
3600 秒です。デフォルト値は 900 秒です。

ステップ 8 voicemail callerid

例：

se-10-0-0-0(config)#voicemail callerid

着信ボイス メッセージの発信者 ID 情報の再生を

有効にします。

コマンドまたは操作 目的
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ステップ 9 voicemail conversation caller recording-prompt

例：

se-10-0-0-0(config)#voicemail conversation caller 
recording-prompt

トーンの後にメッセージを録音できるよう、発信

者に対してプロンプトの再生を有効にします。プ

ロンプトの再生を無効にするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

ステップ 10 voicemail mailbox-selection {last-redirect | 
original-called}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail mailbox-selection 
last-redirect

転送された通話のメッセージを保存するメール

ボックスを指定します。

• last-redirect：元の発信者からの通話を受信

した内線番号に属するメールボックスにメッ

セージが保存されます。

• original-called： 初に呼び出された内線番

号に属するメールボックスにメッセージが保

存されます。

（注） 次のオプションを選択した場合は、メー

ルボックスの選択オプションが機能しま

せん。

— 2 つの Cisco Unity Express モジュール

をネットワーク化する Cisco Unified 
CME システム上の OCN オプション

— ボイスメール プロファイルが設定され

ていない 2 つの Cisco Unity Express モ
ジュールをネットワーク化する Cisco 
Unified Communications Manager システ

ム上の OCN オプション

— 2 つの Cisco Unity Express モジュール

をネットワーク化する Cisco Unified 
Communications Manager システム上の 
LRD オプション

ステップ 11 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 12 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

ステップ 13 show voicemail limits

例：

se-10-0-0-0# show voicemail limits

システム全体のボイスメール パラメータ値を表示

します。

ステップ 14 show language preferred 

例：

se-10-0-0-0# show language preferred

システムが使用するように設定されている言語

や、使用できる言語のリストを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、ボイスメールのパラメータを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail capacity time 3000
se-10-0-0-0(config)# voicemail message mandatory-expiry
se-10-0-0-0(config)# voicemail default broadcast message expiration time 10
se-10-0-0-0(config)# voicemail default expiration time 15
se-10-0-0-0(config)# voicemail default language en_ENU
se-10-0-0-0(config)# voicemail mailboxsize 360
se-10-0-0-0(config)# voicemail messagesize 120
se-10-0-0-0(config)# voicemail operator telephone 8000
se-10-0-0-0(config)# voicemail recording time 180
se-10-0-0-0(config)# voicemail callerid
se-10-0-0-0(config)# voicemail mailbox-selection last-redirect
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0

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

se-10-0-0-0# show voicemail limits
Default Mailbox Size (seconds):         360
Default Caller Message Size (seconds): 120
Maximum Recording Size (seconds):       180
Default Message Age (days): 15
System Capacity (minutes):              3000
Default Prompt Language:                en_ENU
Operator Telephone:                     8000
Maximum Broadcast Size (seconds):       300
Broadcast Message Age (days):           15
Broadcast Message MWI:                  disabled
Play Caller Id:                         enabled
Mandatory Message Expiry:               enabled
Mailbox Selection:                      last-redirect

発信者の録音プロンプトのステータスを表示するには、show running-config コマンドを使用します。

プロンプトを無効にした場合は、出力に次の行が表示されます。

no voicemail conversation caller recording-prompt

プロンプトが有効な場合、show running-config の出力結果にはプロンプトのステータスが表示されま

せん。

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

se-10-0-0-0# show system language preferred 
Preferred Language: en_US 

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

se-10-0-0-0# show system language installed 
Installed Languages: 
it_IT - Italian (Italian language pack) (2.3.0.0) 
es_ES - European Spanish (Spanish language pack) (2.3.0.0) 
en_US - US English (English language pack) (2.3.0.0) 
fr_FR - European French (French language pack) (2.3.0.0) 
ga_IE - Gaelic Irish English (Gaelic Irish language pack) (2.3.0.0) 
es_CO - Latin American Spanish (Latin American Spanish language pack) (2.3.0.0) 
es_MX - Mexican Spanish (Mexican Spanish language pack) (2.3.0.0) 
fr_CA - Canadian French (Canadian French language pack) (2.3.0.0) 
en_GB - British English (British English language pack) (2.3.0.0) 
da_DK - Danish (Danish language pack) (2.3.0.0) 
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pt_BR - Brazilian Portuguese (Brazilian Portuguese language pack) (2.3.0.0) 
de_DE - German (German language pack) (2.3.0.0) 
ko_KR - Korean (Korean language pack) (2.3.0.0) 
zh_CN - Mandarin Chinese (Mandarin Chinese language pack) (2.3.0.0) 
ja_JP - Japanese (Japanese language pack) (2.3.0.0)

同じセッションで複数のボイス メッセージを残す機能の設定

リリース 3.0 以降では、発信者は、先にオペレータに転送されることなく、同じユーザまたは異なる

ユーザに対して複数のボイス メッセージを残すことができます。

このオプションは、次のいずれかで設定します。

• 3.1 以降のバージョンで使用できる次の 2 つのコマンドを使用する。

– voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

– voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

• 発信スクリプトにパラメータとしてオプションを追加する。

コールがボイスメール パイロット番号に着信したときに、voicebrowser.aef スクリプトが呼び出さ

れます。このスクリプトは、内部で login.vxml スクリプトを呼び出します。発信スクリプトのパ

ラメータとして、複数のメッセージを残すオプションを渡すには、voicebrowser.aef の代わりに使

用する新しい .aef スクリプトを記述します。これは、login.vxml の代わりに login.jsp を呼び出す

点を除いて、既存のスクリプトと同じです。multMsgsSameMbx と multMsgsDiffMbx の 2 つのパ

ラメータが渡されます。このパラメータで、値 0 はオプションが無効であることを示し、値 1 はオ

プションが有効であることを示します。

上記の両方の方法を使用した場合は、スクリプト パラメータとして渡した値が優先されます。

発信者がメッセージを残す場合は、次のオプションから選択することで、この機能を使用できます。

• 同じメールボックスに別のメッセージを残すオプションが有効になっている場合、発信者には次の

プロンプトが再生されます。

「To leave another message for this mailbox, press 1」

発信者が 1 を押すと、メッセージの録音を要求するプロンプトが再生されます。

• 別のメールボックスにメッセージを残すオプションが有効になっている場合、発信者には次のプロ

ンプトが再生されます。

「To leave a message for another mailbox on this system, press 2」

発信者が 2 を押すと、次のことを要求するプロンプトが再生されます。

– システム上のユーザまたは GDM の選択

– メッセージの録音 

• 両方のオプションが有効になっている場合、発信者には上記の両方のプロンプトが再生され、次に

対応するオプションのプロンプトが再生されます。

両方のオプションが無効になっているか、またはタイム アウトした場合、発信者に入力のプロンプト

は再生されず、次のいずれかの処理が実行されます。

• オペレータ番号が設定されている場合は、オペレータに転送されます。

• 切断されます。
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前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

3. voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

4. end

5. show voicemail conversation {caller | subscriber}

詳細手順

ユーザのログイン中のボイスメール要約プロンプトの使用方法の設定

リリース 3.0 以降では、システム全体にわたる設定オプションを使用して、ユーザが、対応する共用

メールボックス（GDM）にある新しいメッセージの要約をログイン中に再生できます。このオプショ

ンは、GDM ではなくユーザだけに適用されます。CLI または GUI のいずれかを使用して、このオプ

ションを設定できます。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail conversation caller multi-msgs-same-mbx

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation caller 
multi-msgs-same-mbx

発信者が、同じメールボックスに複数のメッセージ

を残すことができるようにします。

ステップ 3 voicemail conversation caller multi-msgs-any-mbx

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation caller 
multi-msgs-any-mbx

発信者が、別のメールボックスに対して複数のメッ

セージを残すことができるようにします。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show voicemail conversation {caller | subscriber}

例：

se-10-0-0-0# show voicemail conversation subscriber

（オプション）ボイスメール通話に対して設定された

値を表示します。
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このオプションは、デフォルトで無効になっています。このオプションを無効にした場合、動作は以前

のバージョンと同じになります。3.0 以前では、ユーザが関連付けられた GDM 内に新しいメッセージ

があるかどうかを確認するには、メールボックスにログインするときに 9 を押して、個々の GDM にア

クセスする必要がありました。

このオプションを有効にすると、ユーザには新規メッセージの数と、緊急メッセージの数を示すプロン

プトが聞こえます。GDM に音声名がある場合は、メッセージにその名前が含まれます。それ以外の場

合は、メッセージにメールボックスの内線番号が含まれます。それ以降の機能は、以前のバージョンと

同じです。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

3. end

詳細手順

メッセージ プロパティ（エンベロープ）のカスタマイズの設定

リリース 3.0 以降では、TUI を使用してメッセージを取得した場合に、ユーザが聞くメッセージ プロ

パティなど、ボイスメール メッセージの再生設定をカスタマイズできます。これらのメッセージ プロ

パティは、一般にメッセージ エンベロープとも呼ばれます。

デフォルトでは、Cisco Unity Express はすべてのメッセージ プロパティを再生します。メッセージ プ
ロパティは、送信者情報、メッセージが送信された日時、受信した日時（メッセージが送信されてから 
30 分以上後に受信された場合）、およびメッセージ番号、タイプ、優先度などの詳細から構成されま

す。この機能では、メッセージの再生をカスタマイズし、送信者、日時、メッセージが送信された曜日

に関する情報を除外できます。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail conversation subscriber play-gdm-summary

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation 
subscriber play-gdm-summary

ユーザに関連付けられた、すべての GDM 内の新し

いメッセージの要約を表示できるようにします。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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カスタマイズできるのは、通常の（新規 / 保存済み / 削除済み）メッセージのメッセージ プロパティだ

けです。Non-Delivery Receipt（NDR）、Delayed Delivery Receipt（DDR）、およびブロードキャスト 
メッセージはカスタマイズできません。これらのメッセージを理解するためには、入手可能なすべての

エンベロープ情報が不可欠です。

次の項では、メッセージ プロパティを設定するための、次の 2 つのオプションの設定方法について説

明します。

• 通常のボイスメール メッセージに対して、システム全体のメッセージ プロパティ（エンベロープ）

の一部だけを再生するように指定する。

• 通常のメッセージに対する、ボイスメールのメッセージ プロパティ（エンベロープ）に曜日情報

の再生を含める。

短いメッセージ プロパティだけを含めるかどうかの設定 

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. voicemail conversation subscriber msg-properties brief

3. end

4. show voicemail conversation subscriber

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail conversation subscriber msg-properties 
brief

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation 
subscriber msg-properties brief

送信者情報、日付、および時刻は、システム全体で

メッセージ プロパティの再生から除外されます。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show voicemail conversation subscriber

例：

se-10-0-0-0# show voicemail conversation subscriber

（オプション）現在のメッセージ プロパティ設定を

表示します。
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曜日メッセージ プロパティを含めるかどうかの設定 

概略手順

1. config t

2. voicemail conversation subscriber msg-properties day-of-week

3. end

4. show voicemail conversation subscriber

詳細手順

ボイス メッセージ送信のためのデフォルト アドレス指定の設定

リリース 3.0 以前では、すべての機能に対して、ボイス メッセージを名前と内線番号のどちらでアドレ

ス指定するかを、システム レベルで指定できませんでした。リリース 3.0 以降では、デフォルト設定は

以前のバージョンと同じで、メッセージを名前でアドレス指定します。

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

概略手順

1. config t

2. voicemail conversation address-by {extension | name}

3. end

4. show voicemail conversation {caller | subscriber}

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail conversation subscriber msg-properties 
day-of-week

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation 
subscriber msg-properties day-of-week

システム全体で、メッセージ プロパティの再生に曜

日情報を含めます。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show voicemail conversation subscriber

例：

se-10-0-0-0# show voicemail conversation subscriber

（オプション）現在のメッセージ プロパティ設定を

表示します。
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詳細手順

着信メッセージに対する発信者 ID の設定

Cisco Unity Express では、着信ボイスメール メッセージに対する発信者 ID 情報がサポートされていま

す。

外線からの着信ボイスメール メッセージを受信すると、システムは、関連付けられた発信者 ID 情報を

ローカル ディレクトリ内のエントリと照合します。一致するものが見つからない場合、発信者 ID を再

生するようにシステムが設定されていれば、受信者がメッセージを聞くときに、システムはメッセージ 
エンベロープにある送信者の電話番号を再生します。発信者 ID 情報を再生するようにシステムが設定

されていない場合、システムはメッセージ エンベロープの「Unknown Caller」を再生します。

Cisco Unity Express は、発信者 ID 情報が有効であることを確認しません。その機能は、電話局（CO）

と着信トランク設定に依存します。また、ローカル システムは、ローカル Cisco Unity Express ディレ

クトリに設定されていない Cisco Unified Communications Manager Express 内線番号または Cisco 
Unified Communications Manager 内線番号に対する発信者 ID 情報を再生します。

デフォルトでは、発信者 ID ステータスは無効になっています。発信者 ID 情報の再生を有効または無

効にするには、GUI の [Defaults] > [Voice Mail] オプションまたは後述の CLI コマンドを使用します。

（注） 外線通話は、Cisco Unity Express ユーザ ディレクトリに表示されない電話番号すべてが該当し

ます。外線通話の発信元は、地域の電話会社、IP 電話、または H.323 ゲートウェイです。これ

らの発信元は、発信者 ID 情報を Cisco Unity Express システムに提供するように設定されてい

る必要があります。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail conversation address-by {extension | name}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail conversation 
address-by extension 

ボイスメールのアドレス指定動作を設定します。こ

のコマンドは、次の機能のアドレス指定動作を変更

します。

• 個々のユーザ メッセージのアドレス指定

• 同報リスト

• カスケード

• 複数のボイスメール メッセージ

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show voicemail conversation {caller | subscriber}

例：

se-10-0-0-0# show voicemail conversation subscriber

（オプション）アドレス指定モードを含めて、ボイス

メール通話に対して設定された値を表示します。
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システム全体のボイスメール パラメータの設定
次の各項では、この機能について説明します。

• 「ローカル システムでの発信者 ID の有効化」（P.180）

• 「ローカル システムでの発信者 ID の無効化」（P.180）

ローカル システムでの発信者 ID の有効化

着信外線通話のメッセージ エンベロープにある発信者 ID 情報の再生を有効にするには、次の Cisco 
Unity Express 設定モードのコマンドを使用します。

voicemail callerid

次の例は、ローカル システムで発信者 ID 情報を有効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail callerid
se-10-0-0-0(config)# exit

ローカル システムでの発信者 ID の無効化

着信外線通話のメッセージ エンベロープにある発信者 ID 情報の再生を無効にするには、次の Cisco 
Unity Express 設定モードのコマンドを使用します。

no voicemail callerid

次の例は、ローカル システムで発信者 ID 情報を無効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no voicemail callerid
se-10-0-0-0(config)# exit
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認証、許可、およびアカウンティングの設定

この章では、次の手順について説明します。

• 「アカウンティング サーバの設定」（P.182）

• 「認証サーバの設定」（P.184）

• 「AAA ポリシーの設定」（P.186）

• 「特権の設定」（P.188）

• 「アカウンティング イベント ログの設定」（P.199）

• 「コンソール認証の設定」（P.201）

概要
リリース 7.0 では、Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、許可、およびアカウ

ンティング）に関する一連の新しい機能が提供されています。これらの機能は、事前定義済みの特権を

グループに割り当てることによって制限付きのサービスにアクセス可能なユーザを決定する機能など、

以前のリリースで利用できるようになった認証および許可の機能を強化したものです。

リリース 7.0 では、新しい特権の作成および既存の特権のカスタマイズを行ってから、以前のリリース

で行った方法と同じように、それらの特権をグループに割り当てることができます。

さらに、リリース 7.0 には次の新しい AAA 機能も含まれています。

• AAA アカウンティング情報のログを記録する機能。この機能を使用すると、設定の変更内容の監

査、セキュリティの維持、リソースの正確な割り当て、およびリソースの使用についての請求先の

特定を簡単に行うことができます。

• 認証用にリモート RADIUS サーバを使用する機能。

• アカウンティング サーバおよび認証サーバ用にフェールオーバー機能を設定する機能。

AAA 機能を設定するには、次の手順を使用します。

• 「アカウンティング サーバの設定」（P.182）

• 「認証サーバの設定」（P.184）

• 「AAA ポリシーの設定」（P.186）

• 「特権の設定」（P.188）

• 「アカウンティング イベント ログの設定」（P.199）

• 「コンソール認証の設定」（P.201）
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アカウンティング サーバの設定
アカウンティング サーバの設定
AAA アカウンティング サーバは、 大で 2 つ設定できます。アカウンティング サーバを 2 つ設定する

と、自動フェールオーバー機能を使用できます。この機能を使用すると、1 番目のサーバが到達不能な

場合、アカウンティング情報は 2 番目のサーバに送信されます。両方のアカウンティング サーバが到

達不能な場合は、どちらかのサーバが使用可能になるまで、アカウンティング レコードがキャッシュ

されます。キャッシュがフルになる前にどちらのサーバにも到達できない場合は、新しいパケット用の

空き領域を確保するために、 も古いアカウンティング パケットが削除されます。

AAA アカウンティング サーバの設定は AAA 認証サーバとは完全に独立しているため、AAA アカウ

ンティング サーバは、AAA 認証サーバと同じマシンにも別のマシンにも設定できます。

syslog サーバを使用している場合は AAA の設定による影響がないため、既存のユーザ インターフェ

イスが引き続き使用されます。RADIUS サーバが AAA アカウンティング情報を syslog サーバに送信

すると、そのアカウント情報が単一の文字列に正規化されてから記録されます。syslog サーバが定義

されていない場合、AAA アカウンティング ログは Cisco Unity Express 上でローカルに実行されてい

る syslog サーバによって記録されます。

アカウンティング サーバには、サーバへのログインに使用する次の情報を設定できます。

• サーバの IP アドレスまたは DNS 名

• 使用するポート番号

• 暗号化共有秘密およびセキュリティ資格

• ログインの再試行回数

• ログイン タイムアウトの長さ

（注） サポート対象は RADIUS サーバだけです。

AAA アカウンティング設定の指定

概略手順

1. config t

2. aaa accounting server remote

3. address address [port port] secret secret

4. address address [port port] credentials hidden cred

5. retries number

6. timeout seconds

7. end

8. show aaa accounting service
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アカウンティング サーバの設定
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 aaa accounting server remote

例：

se-10-0-0-0(config)# aaa accounting server remote

AAA アカウンティング サブモードを開始して、

AAA アカウンティング サーバを設定できるように

します。

ステップ 3 address address [port port] secret secret

例：

se-10-0-0-0(config)# address 10.2.2.10 prt 1808 
secret ezsecret

AAA アカウンティング サーバのアクセス パラメー

タを定義します。

ステップ 4 address address [port port] credentials hidden cred

例：

se-10-0-0-0(config)# address 10.2.2.10 port 1808 
credentials hidden "EugxIjn3MbL3WgUZUdUb90nfGW
TYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3x
lk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP"

AAA アカウンティング サーバのアクセス パラメー

タを定義します。

ステップ 5 retries number

例：

se-10-0-0-0(config)# retries 6

アカウンティング要求が失敗するまでに AAA アカウ

ンティング要求を再試行する 大回数を指定します。

ステップ 6 timeout seconds

例：

se-10-0-0-0(config)# timeout 24

AAA アカウンティング要求に対する応答がないと見

なすまでの待機時間を指定します。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show aaa accounting service

例：

se-10-0-0-0# show aaa accounting service

（オプション）AAA アカウンティング サーバの設定

を表示します。
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認証サーバの設定
例

show aaa accounting service コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show aaa accounting service
AAA Accounting Service Configuration
Accounting: Enabled
Address: 192.168.1.101 Port: 1813 Credentials: 
EugxIjn3MbL3WgUZUdUb90nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGW
TYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP
Address: 192.168.1.100 Port: 1813 Credentials: 
EugxIjn3MbL3WgUZUdUb90nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGW
TYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP
Timeout: 5 (sec)
Retries: 3

認証サーバの設定
AAA 認証の設定手順には、次の 2 つがあります。

• AAA 認証サーバの接続パラメータを設定する

• 認証サーバとローカル認証データベースのどちらに対して先にクエリーを実行するかを設定する

この項では、1 つ目の手順だけを説明します。2 つ目の手順については、「AAA ポリシーの設定」

（P.186）で説明します。

AAA 認証サーバには、サーバへのログインに使用する次の情報を設定できます。

• サーバの IP アドレスまたは DNS 名

• 使用するポート番号

• 暗号化共有秘密およびセキュリティ資格

• ログインの再試行回数

• ログイン タイムアウトの長さ

（注） RADIUS サーバの暗号化情報の保護を促進するには、実行コンフィギュレーションを表示して、この

情報を確認する必要があります。

AAA 認証設定の指定

概略手順

1. config t

2. aaa authentication server remote

3. address address [port port] secret secret

4. address address [port port] credentials hidden cred

5. retries number

6. timeout seconds

7. end
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認証サーバの設定
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 aaa authentication server remote

例：

se-10-0-0-0(config)# aaa authentication server 
remote

AAA 認証サブモードを開始して、AAA 認証サーバ

を設定できるようにします。

ステップ 3 address address [port port] secret secret

例：

se-10-0-0-0(config)# address 10.2.2.10 port 1808 
secret ezsecret

AAA 認証サーバのアクセス パラメータを定義します。

ステップ 4 address address [port port] credentials hidden cred

例：

se-10-0-0-0(config)# address 10.2.2.10 port 1808 
credentials hidden "EugxIjn3MbL3WgUZUdUb90nfGW
TYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3x
lk2B35j0nfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35j0nfGWTYHfmP"

AAA 認証サーバのアクセス パラメータを定義します。

ステップ 5 retries number

例：

se-10-0-0-0(config)# retries 6

認証要求が失敗するまでに AAA 認証要求を再試行

する 大回数を指定します。

ステップ 6 timeout seconds

例：

se-10-0-0-0(config)# timeout 24

AAA 認証要求に対する応答がないと見なすまでの待

機時間を指定します。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
185
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

認証、許可、およびアカウンティングの設定

AAA ポリシーの設定
AAA ポリシーの設定
AAA ポリシーでは、認証サーバのオプションとして設定できるフェールオーバー機能を指定します。

フェールオーバー機能は、次の 2 つのタイプから選択できます。

• 認証フェールオーバー 

• 到達不能フェールオーバー

これらのフェールオーバー方法を組み合せて使用することもできます。

認証フェールオーバー

認証フェールオーバー機能を使用すると、ローカル データベース用に加え、ユーザ ログイン認証用と

して、リモート RADIUS サーバを必要に応じて使用できるようになります。この項の手順では、認証

を解決する順序を設定します。認証は、次のように設定できます。

• ローカル データベースだけを使用する

• リモート サーバだけを使用する 

• ローカル データベース、リモート サーバの順に使用する

• リモート サーバ、ローカル データベースの順に使用する

ローカル認証とリモート認証の両方を使用する場合は、リモート RADIUS AAA サーバから取得した

ユーザ属性をローカル ユーザ データベースにある同じユーザ名の属性とマージするかどうかを設定す

ることもできます。

（注） 認証フェールオーバー機能には、次の制限があります。

• RADIUS サーバによる認証は、GUI または CLI インターフェイスにアクセスする場合に限り使用

できます。この認証では、ユーザ ID とパスワードだけが必要です。TUI、VVE、AvT、および 
IMAP インターフェイスの認証では、ローカル データベースしか使用できません。したがって、

アクセスを取得するには、TUI、VVE、AvT、および IMAP インターフェイスのユーザをローカ

ルに設定する必要があります。自動受付インターフェイスはユーザに依存しないため、認証は必要

ありません。

• ローカル システムとリモート サーバの間では、ログイン情報は同期されません。セキュリティ機

能（パスワードの有効期限など）は、Cisco Unity Express と RADIUS サーバ用に個別に設定する

必要があります。また、RADIUS サーバでセキュリティ イベント（パスワードの期限切れ、アカ

ウント ロックアウトなど）が発生しても、Cisco Unity Express ユーザに対してプロンプトは表示

されません。逆の場合も同様です。

到達不能フェールオーバー

到達不能フェールオーバーは、RADIUS サーバだけで使用されます。この機能を使用すると、

RADIUS サーバへのアクセスに使用できるアドレスを 大で 2 つ設定できるようになります。

Cisco Unity Express が RADIUS サーバを使用してユーザの認証を試行するとき、次の場合に通知メッ

セージがユーザに送信されます。

• RADIUS サーバに到達できない

• RADIUS サーバでユーザの認証に失敗した
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AAA ポリシーの設定
例

この例の認証は、まずリモート サーバによって実行され、次にローカル データベースによって実行さ

れます。また、リモート RADIUS サーバには、アドレスが 2 つ設定されています。

この例は、認証時に実行される可能性があるイベント シーケンスです。

1. Cisco Unity Express は、1 番目のリモート RADIUS サーバへの接続を試行します。

2. 1 番目の RADIUS サーバが応答しない場合、またはユーザの認証資格を受け入れない場合、Cisco 
Unity Express は 2 番目のリモート RADIUS サーバへの接続を試行します。

3. 2 番目の RADIUS サーバが応答しない場合、またはユーザの認証資格を受け入れない場合、ユー

ザは対応するエラー メッセージを受け取り、Cisco Unity Express はローカル データベースへの接

続を試行します。

4. ローカル データベースがユーザの認証資格を受け入れない場合、ユーザはエラー メッセージを受

け取ります。

認証および許可の動作を制御するポリシーの指定

概略手順

1. config t

2. aaa policy system

3. authentication-order {remote [local] | local [remote]}

4. authorization merge-attributes

5. end

6. show aaa policy

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 aaa policy system

例：

se-10-0-0-0(config)# aaa policy system

AAA 認証サブモードを開始して、認証および許可の

動作を制御するポリシーを指定できるようにします。

ステップ 3 authentication-order {remote [local]|local [remote]}

例：

se-10-0-0-0(config)# authentication-order remote 
local

認証サーバとローカル認証データベースに対してク

エリーを実行する順序を指定します。
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特権の設定
例

show aaa policy コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show aaa policy
authentication-order local
merge-attributes enable
preferred-server remote

特権の設定
Cisco Unity Express ソフトウェアには、グループへの割り当てが可能な事前定義済みの特権がいくつ

か用意されています。7.0 以降では、独自の特権を作成したり、事前定義済みの特権を変更したりする

こともできます。

特権をグループに割り当てると、そのグループのすべてのメンバーに特権が付与されます。

Administrator グループは、ソフトウェア初期化プロセスにより、管理者として指定されたインポート

済みユーザから自動的に作成されます。

特権の作成または変更を行う場合は、その特権によって許可された操作を追加または削除します。操作

には、許可する CLI コマンドと GUI 機能を定義します。特権に操作を追加することに加え、特権を別

の特権の入れ子として設定することもできます。入れ子にされた特権を使用して設定された特権には、

入れ子にされた特権用に設定された操作がすべて含まれます。

計画プロセスの一環として、次の項目について決定する必要があります。

• 会社用に作成するユーザ特権のカテゴリ数

• ユーザが各特権を使用して実行できる機能

ユーザに付与する特権を決定したら、次の手順を実行します。

1. 事前定義済みの特権を調べて、それらの中に各カテゴリのユーザに付与しようとしている権限と同

じようなものがあるかどうかを確認します。

2. 各カテゴリのユーザが実行できる操作を指定することによって、各カテゴリに対して個別の特権を

設定します。必要に応じて、事前定義済みの特権を使用します（「特権の作成とカスタマイズ」

（P.196）を参照）。

3. 各カテゴリのユーザ特権用にグループを作成して、各ユーザ グループに適切な特権を割り当てます

（「グループの追加と変更」（P.141）を参照）。

ステップ 4 authorization merge-attributes

例：

se-10-0-0-0(config)# authentication-order remote 
local

リモート RADIUS AAA サーバから取得したユーザ

属性をローカル ユーザ データベースにある同じユー

ザ名の属性とマージするかどうかを指定します。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show aaa accounting policy

例：

se-10-0-0-0# show aaa policy

（オプション）AAA ポリシー設定を表示します。

コマンドまたは操作 目的
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4. ユーザを適切なグループに追加します。

ヒント 各手順で使用するコマンドの例については、「設定例」（P.193）を参照してください。

（注） Superuser 特権は変更できません。

表 9 に、Cisco Unity Express ソフトウェアに用意されている事前定義済みの特権と、それらに関連付

けられている操作を示します。表 10 に、特権に追加できる使用可能なすべての操作を示します。

（注） 7.0 では、manage-users と manage-passwords の 2 つの新しい権限が追加されました。

特権リストを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show privileges コマンドを使用しま

す。特定の特権の詳細情報を表示するには、show privilege detail コマンドを使用します。

（注） ユーザ独自のデータにアクセスする際には、特権は不要です。ユーザのデータは、主にボイスメール 
アプリケーションに関連付けられます。このデータには、次のユーザ情報が含まれます。

• 言語（ユーザのボイスメールボックス用に設定されます）

• パスワード 
• PIN

• ユーザが所有するグループへのメンバーシップ 

• ユーザが所有するグループの所有権 

• 通知プロファイル 

• カスケード設定 

• 個人用ボイスメールのゼロアウト番号 

• ボイスメールのグリーティング タイプ 

• ボイスメールの再生チュートリアル フラグ 

• ユーザが所有するパブリック同報リスト

• プライベート同報リスト 

表 9 特権

特権 説明 操作

Superuser 無制限のシステム アクセスが付与されます。 すべて

Manageprompts この特権を持つユーザは、AvT プロンプト管理

にアクセスできますが、その他の管理機能には

アクセスできません。

prompt.modify、
system.debug

Broadcast この特権を持つユーザは、ネットワーク全体に

ブロードキャスト メッセージを送信できます。

broadcast.local、
broadcast.remote、
system.debug
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Local-Broadcast この特権を持つユーザは、ローカル ネットワー

ク上のユーザだけにブロードキャスト メッセー

ジを送信できます。

broadcast.local、
system.debug

ManagePublicList この特権を持つユーザは、パブリック同報リス

トを作成および変更できます。

voicemail.lists.public、
system.debug

ViewPrivateList この特権を持つユーザは、別のユーザのプライ

ベート同報リストを参照できます。ただし、そ

のプライベート リストは変更または削除できま

せん。

voicemail.lists.private.view

Vm-Imap この特権を持つユーザは、IMAP 機能にアクセ

スできます。

voicemail.imap.user

ViewHistorical
Reports

この特権を持つユーザは、履歴レポートを参照

できます。

report.historical

ViewRealTime
Reports

この特権を持つユーザは、リアルタイム レポー

トを参照できます。

report.realtime

manage-users この特権を持つユーザは、ユーザの作成、変

更、および削除を実行できます。

user.configuration、user.pin、
user.password、user.mailbox、
user.notification、
user.remote、
group.configuration、
system.debug

manage-passwords この特権を持つユーザは、ユーザ パスワードお

よび PIN の作成、変更、および削除を実行でき

ます。

user.pin、user.password、
system.debug

表 9 特権 （続き）

特権 説明 操作

表 10 操作

操作 説明

broadcast.local ブロードキャスト メッセージを作成して、ロー

カル ロケーションに送信します。ブロードキャ

スト メッセージの削除またはスケジュール変更

を行います。

broadcast.remote ブロードキャスト メッセージを作成して、リ

モート ロケーションおよびローカル ロケーショ

ンに送信します。

call.control Cisco Unified CME（SIP）および Cisco Unified 
Communications Manager（JTAPI）を設定します。

group.configuration グループの作成、変更、および削除を行います。

network.location ネットワーク ロケーション、ネットワーク ロ
ケーションのキャッシング、および NDR/DDR 
設定の作成、変更、および削除を行います。
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prompt.modify AA スクリプト用のシステム プロンプトの作成、

変更、および削除を行います。また、CLI のプロ

ンプトのアップロードおよびダウンロードも行い

ます。

report.historical.manage 履歴レポートの設定および生成を行います。ま

た、copy コマンドを使用して、Cisco Unity 
Express からデータを収集します。

report.historical.view 履歴レポートを表示します。

report.realtime リアルタイム レポートの実行および表示を行い

ます。

report.voicemail ボイスメール レポートの実行および表示を行い

ます。

restriction.tables 規制テーブルの作成、変更、および削除を行います。

script.modify システム AA スクリプトの作成、変更、および削

除を行います。また、CLI および Editor Express 
のスクリプトのアップロードおよびダウンロード

も行います。

security.aaa AAA サービス設定の設定および表示を行います。

security.access 暗号キーの定義など、データの暗号化に関するシ

ステム レベルのセキュリティを設定します。

（注） また、システムをリロードするための権

限の設定も行います。

security.configuration システムのパスワード /PIN および次のポリシー

に関する設定を行います。

• 有効期限

• ロックアウト（一時的および無期限）

• 履歴

• 長さ 
services.configuration システム サービス（DNS、NTP クロック、

SMTP、SNMP、ファックス ゲートウェイ、

Cisco UMG、ホスト名、ドメイン、インター

フェイス（カウンタ）、およびシステム デフォル

ト言語）を設定します。

（注） また、システムをリロードするための権

限の設定も行います。

services.manage DNS キャッシュや ping の消去など、設定に関連

しないシステム レベルのサービス コマンド。

site.configuration Cisco UMG で使用するサイトの作成、変更、ま

たは削除を行います。

表 10 操作 （続き）

操作 説明
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software.install システム ソフトウェアまたはアドオン（言語や

ライセンスなど）のインストール、アップグレー

ド、または検証を行います。

（注） また、システムをリロードするための権

限の設定も行います。

spokenname.modify リモート ロケーション、リモート ユーザ、およ

びパブリック同報リストの音声名の作成、変更、

および削除を行います。また、音声名のコピーも

行います。

system.application システム アプリケーション（ボイスメール、自動

受付、プロンプト管理など）の設定を行います。

system.backup バックアップを設定します。

system.calendar システムのスケジュールおよび休日の作成、変

更、および削除を行います。

system.debug トレース データおよびデバッグ データの収集お

よび設定を行います。コア ファイルやログ ファ

イルなどのデータのコピーも行います。

system.documents TIFF ドキュメント、汎用ドキュメント、および

テンプレート ドキュメントを管理します。

system.numbers ボイスメール、AA、AvT、および IVR のコール

イン番号の作成、変更、および削除を行います。

SIP トリガー、JTAPI トリガー、および HTTP ト
リガーに対する各操作も行います。

system.sessions 他のユーザのボイスメール セッション（VVE、
SIP、または JTAPI）を終了します。また、ロッ

クされたメールボックスをロック解除します。

system.view システムの設定を表示します。

user.configuration ユーザおよびグループの作成、変更、および削除

を行います。次の各項目の設定も行います。

• 名および姓

• ニックネーム

• 表示名

• 言語 
user.mailbox ユーザまたはグループのボイスメールボックスの

作成、変更、および削除を行います。

user.notification 他のユーザの通知プロファイルおよびカスケード 
プロファイルの設定または変更を行います。

user.password 他のユーザのパスワードの作成、設定、または削

除を行います。

user.pin 他のユーザの PIN の作成、設定、または削除を

行います。

user.remote リモート ユーザの作成、変更、および削除を行

います。

表 10 操作 （続き）

操作 説明
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設定例

この例では、ある会社が 2 つのレベルのセキュリティ管理を使用したセキュリティ構成を必要としてい

るとします。レベルを 2 つにすることにより、管理者は次の操作を実行できます。

• 1 つ目のレベルでは、ユーザが自分のパスワードを忘れた場合や、何度もログイン試行に失敗した

ことによりアカウントがロックされた場合でも、セキュリティ管理者は、システムによってロック

されたユーザのパスワードおよび PIN をリセットできます。このレベルをパスワード リセットと

呼びます。

• 2 つ目のレベルでは、セキュリティ管理者は次の操作を行うことにより、システム保護者としての

役割を果たすことができます。

– パスワード エージング、アカウント ロックアウト、暗号化、認証、許可、およびアカウン

ティングなどの問題に対して適切なセキュリティ ポリシーを実装する

voicemail.configuration 次のシステム レベルのボイスメール機能を設定

します。

• メールボックス

• ファックス

• 通知およびカスケード

• ユーザ以外のオプション

• ブロードキャスト

• TUI 設定

• ライブ レコード

• Live Reply

• IMAP 

• VVE
voicemail.imap.user IMAP クライアントを介して、個人用ボイスメー

ルを管理します。

voicemail.mwi 電話機のメッセージ ウェイティング インジケー

タのリセットおよび更新を行います。SIP MWI 
配信を設定します。

voicemail.lists.private 他のユーザのプライベート ボイスメール リスト

の作成、変更、および削除を行います。

voicemail.lists.public パブリック ボイスメール同報リストの作成、変

更、および削除を行います。

voicemail.lists.private.view （GUI に限る）他のユーザのプライベート ボイス

メール リストを表示します。

webapp.modify Web アプリケーションを Cisco Unity Express 上
に展開します。

webapp.control Web アプリケーションの起動、停止、または再

起動を行います。

表 10 操作 （続き）

操作 説明
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– セキュリティ関連の詳細事項やタスクに伴う負荷がエンド ユーザにかかりすぎないようにし

ながら、ボイスメール メッセージやその他のデータを攻撃者から保護する

– 正規のユーザだけがアクセスできるようにシステムを監視する 

– 正規のユーザが抱えている、システムへのアクセスに伴う問題のトラブルシューティングを行う 

– ユーザが自分のパスワードを忘れた場合や、何度もログイン試行に失敗したことによりアカウ

ントがロックされた場合に、システムによってロックされたユーザのパスワードおよび PIN を
リセットする

このレベルをシステム保護と呼びます。

「特権の設定」（P.188）で説明した一般的な計画手順と設定手順を利用する場合に、この例のセキュリ

ティ管理レベルを設定すると、次のような結果になります。

• 次の各項目が決定されます。

– 会社用に作成するユーザ特権のレベル数またはカテゴリ数

– ユーザが各特権を使用して実行できる機能

上記のように、パスワード リセットとシステム保護と呼ばれる 2 つのレベルが生成されます。

• 事前定義済みの特権を調べて、それらの中に各セキュリティ レベルに付与しようとしている権限

と同じようなものがあるかどうかを確認すると、次のことがわかります。

– manage-passwords という名前の事前定義済みの特権は、システムによってロックされたユー

ザを救済するのに必要な権限をすべて備えているため、パスワード リセットという名前のセ

キュリティ レベル用に使用できます。

– また、manage-passwords 特権は、システム保護という名前のセキュリティ レベルに必要な権

限のサブセットを備えている、ユーザの要件に も合致した事前定義済みの特権です。ただ

し、システム保護者としての役割を果たすには、追加の操作として security.access、
security.aaa、security.password、security.pin、system.debug、および system.view を含める必

要があります。詳細については、表 10（P.190）を参照してください。

• 事前定義済みの特権 manage-passwords を含めて、前述の操作を追加することにより、システム保

護セキュリティ レベル用の特権を設定するには、次のコマンドを使用します。

se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege create
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege member manage-passwords
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation security.access
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation security.aaa
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation security.password
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation security.pin
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation system.debug
se-10-0-0-0(config)# privilege guardian-privilege operation system.view

（注） 事前定義済みの特権 manage-passwords を使用できるので、パスワード リセット セキュリティ 
レベル用の特権を設定する必要はありません。

• password-reset という名前の新しいグループを作成して、manage-passwords という名前の特権を

そのグループに割り当てるには、次のコマンドを使用します。

se-10-0-0-0(config)# groupname password-reset create
se-10-0-0-0(config)# groupname password-reset privilege manage-passwords

• system-guardian という名前の新しいグループを作成して、guardian-privilege という名前の特権を

割り当てるには、次のコマンドを使用します。

se-10-0-0-0(config)# groupname system-guardian create
se-10-0-0-0(config)# groupname system-guardian privilege guardian-privilege
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• 新しいグループに適切なユーザを割り当てて、そのユーザにロールを関連付けます。たとえば、

Bob と Ned にパスワード リセット セキュリティ管理レベルの特権を付与し、Ann にシステム保護

セキュリティ管理レベルの特権を付与する場合、次のコマンドを使用します。

se-10-0-0-0(config)# groupname password-reset member bob
se-10-0-0-0(config)# groupname password-reset member ned
se-10-0-0-0(config)# groupname system-guardian member ann

• これで、この例の設定は完了です。次のコマンドで設定を確認できます。

show group detail groupname password-reset expanded コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show group detail groupname password-reset expanded
Groupname:          password-reset
Full Name:          password-reset
Description:
Email:
Epage:
 
Group Members:      <none>
User Members:       bob ned
Group Owners:       <none>
User Owners:        <none>
Privileges:         manage-passwords
 

show group detail groupname system-guardian expanded コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show group detail groupname system-guardian expanded
Groupname:          system-guardian
Full Name:          system-guardian
Description:
Email:
Epage:
 
Group Members:      <none>
User Members:       ann
Group Owners:       <none>
User Owners:        <none>
Privileges:         guardian-privilege

show privilege detail manage-passwords expanded コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show privilege detail manage-passwords expanded
Privilege:          manage-passwords
Description:        Privilege to reset user passwords
 
Privilege Members:  <none>
Operations:         system.debug user.password user.pin

show privilege detail guardian-privilege expanded コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show privilege detail guardian-privilege expanded
Privilege:          guardian-privilege
Description:
 
Privilege Members:  manage-passwords
Operations:         security.aaa security.access security.password security.pin
                    system.debug system.view
   manage-passwords:system.debug user.password user.pin
195
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

認証、許可、およびアカウンティングの設定

特権の設定
特権の作成とカスタマイズ

概略手順

1. config t

2. privilege privilege-name create 

3. privilege privilege-name description string

4. privilege privilege-name operation operation-name

5. privilege privilege-name member privilege-name2

6. end

7. show operations

8. show operation detail operation-name

9. show privileges

10. show privilege detail privilege-name

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 privilege privilege-name create 

例：

se-10-0-0-0(config)# privilege security-privilege 
create

新しい特権を作成します。

• privilege-name：新規または既存の特権の識別お

よび設定に使用するラベル。

ステップ 3 privilege privilege-name [description string] 

例：

se-10-0-0-0(config)# privilege security-privilege 
description administer of system security

（オプション）特権に説明を割り当てます。

• string：特権に追加する説明。

ステップ 4 privilege privilege-name operation operation-name

例：

se-10-0-0-0(config)# privilege security-privilege 
operation security.configuration

（オプション）特権に操作を割り当てます。

• operation-name：特権に関連付ける操作。

ステップ 5 privilege privilege-name member privilege-name2

例：

se-10-0-0-0(config)# privilege security-privilege 
include manage-users

（オプション）この特権に別の特権を含めます（入れ

子にします）。

• privilege-name2：この特権に含める（入れ子に

する）特権。

ステップ 6 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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特権の設定
例

show operations コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show operations
show operations
broadcast.local
broadcast.remote
call.control
database.enterprise
group.configuration
network.location
prompt.modify
report.historical.manage
report.historical.view
report.realtime
report.voicemail
restriction.tables
script.modify
security.aaa
security.access
security.password
security.pin
services.configuration
services.exec
services.manage
site.configuration
software.install
spokenname.modify
system.application
system.backup
system.calendar
system.configuration
system.debug
system.documents
system.numbers
system.sessions
system.view
user.configuration

ステップ 7 show operations

例：

se-10-0-0-0# show operations

（オプション）すべての操作に関する情報を表示します。

ステップ 8 show operation detail operation-name

例：

se-10-0-0-0# show operation detail 
security.configuration

（オプション）指定した操作に関する情報を表示します。

• operation-name：新規または既存の操作の識別

および設定に使用するラベル。

ステップ 9 show privileges

例：

se-10-0-0-0# show privilege

（オプション）すべての特権に関する情報を表示します。

ステップ 10 show privilege detail privilege-name

例：

se-10-0-0-0# show privilege detail sales_vp

（オプション）指定した特権に関する情報を表示します。

• privilege-name：新規または既存の特権の識別お

よび設定に使用するラベル。

コマンドまたは操作 目的
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特権の設定
user.mailbox
user.notification
user.password
user.pin
user.remote
user.supervisor
voicemail.configuration
voicemail.imap.user
voicemail.lists.private.view
voicemail.lists.public
voicemail.mwi
webapp.control
webapp.modify
 
46 total operation(s)

show operation detail コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show operation detail user.password
Operation:          user.password
Description:        Set and reset passwords for other users
CLI:
                    config-user-password
                    exec-configure-terminal
                    exec-copy-running-config-startup-config
                    exec-show-user-auth
                    exec-user-password
                    exec-write
 
6 total command(s)

show privileges コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show privileges
ManagePrompt
ManagePublicList
ViewHistoricalReports
ViewPrivateList
ViewRealTimeReports
broadcast
local-broadcast
manage-password
manage-users
superuser
vm-imap

11 total privilege(s)

show privilege detail コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show privilege detail ManagePrompt
Privilege: ManagePrompt
Description: Privilege to create, modify, or delete system prompts
Privilege Members: user1, user2
Operations: prompt.modify system.debug
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アカウンティング イベント ログの設定
アカウンティング イベント ログの設定
AAA アカウンティング ログには、次の処理を簡単に実行できる情報が含まれています。

• 設定の変更内容の監査

• セキュリティの維持 

• リソースの正確な割り当て

• リソースの使用についての請求先の特定

AAA アカウンティングを設定すると、次のタイプのイベント ログを記録できます。

• ログイン：CLI、GUI、TUI、VVE へのアクセスなど、ログインが必要な場合のすべての形式のシ

ステム アクセス（IMAP 以外）。

• ログアウト：CLI、GUI、TUI、VVE へのアクセスなど、ログインが必要な場合のすべての形式の

ログアウト前のシステム アクセス（IMAP 以外）。

• 失敗したログイン：CLI、GUI、TUI、VVE へのアクセスなど、ログインが必要な場合のすべての

形式のシステム アクセス（IMAP 以外）において失敗したログイン試行。

• 設定モード コマンド：IMAP 以外のインターフェイス（CLI、GUI、TUI、および VVE）を使用

して、Cisco Unity Express の設定に対して行われた変更。

• EXEC モード コマンド：IMAP 以外のインターフェイス（CLI、GUI、TUI、および VVE）を使

用して、Cisco Unity Express EXEC モードで入力されたコマンド。

• システム スタートアップ：システム スタートアップ。システムのソフトウェア バージョン、イン

ストール ライセンス、インストール パッケージ、インストール言語などに関する情報も記録され

ます。

• システム シャットダウン：システム シャットダウン。システムのソフトウェア バージョン、イン

ストール ライセンス、インストール パッケージ、インストール言語などに関する情報も記録され

ます。

• IMAP：IMAP システムへのアクセス。

実行した操作のタイプに固有の情報に加えて、アカウンティング ログに次の情報も記録されます。

• 操作を作成したユーザ

• 操作が実行された時刻

• アカウンティング レコードがサーバに送信された時間

ログ エントリの詳細な内容については、「例」（P.201）で説明します。

（注） アカウント ログは、スタートアップ コンフィギュレーションのシステム パワーアップの再生中には記

録されません。システム起動時の startup-config コマンドは記録されません。

アカウンティング イベント ログの設定

概略手順

1. config t

2. aaa accounting enable 

3. aaa accounting event
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アカウンティング イベント ログの設定
4. login

5. logout

6. login-fail

7. config-commands

8. exec-commands

9. system-startup

10. system-shutdown

11. end

12. show aaa accounting event

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 aaa accounting enable

例：

se-10-0-0-0(config)# aaa accounting enable

AAA アカウント イベントの記録を有効にします。

ステップ 3 aaa accounting event

例：

se-10-0-0-0(config)# aaa accounting event

AAA アカウンティング サブモードを開始して、ア

カウンティング パケット用のイベント フィルタリン

グを設定できるようにします。

ステップ 4 login

例：

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

ログインのログを有効にします。

ステップ 5 logout

例：

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

ログアウトのログを有効にします。

ステップ 6 login-fail

例：

se-10-0-0-0(config)# login-fail

失敗したログインのログを有効にします。

ステップ 7 config-commands

例：

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

設定モード コマンドのログを有効にします。

ステップ 8 exec-commands

例：

se-10-0-0-0(config)# exec-commands

EXEC モード コマンドのログを有効にします。
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コンソール認証の設定
例

show aaa accounting event コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show aaa accounting event
Event State Description
login Enabled Log accounting events for successful login
logout Enabled Log accounting events for user logout
login-fail Enabled Log accounting events for failed login attempts
config-commands Enabled Log accounting events for any chanes to configuration
exec-commands Enabled Log accounting events for execution of commands
system-startup Enabled Log accounting events for system startup
system-shutdown Enabled Log accounting events for system shutdown
imap              Enabled   Log accounting events for all imap events

コンソール認証の設定
デフォルトでは、コンソール認証は無効になっています。そのため、コンソールを使用してシステムに

ログインするユーザには Superuser 特権が付与されるため、ユーザ名やパスワードを入力せずにログイ

ンできます。

したがって、不正アクセスからコンソールを保護するには、次に説明するように、回線設定モードで 
login コマンドを入力する必要があります。

（注） コンソールの認証が有効かどうかを確認するには、実行コンフィギュレーションを参照する必要があります。

コンソール接続を認証に依存させるかどうかの指定

概略手順

1. config t

2. line console

3. login

4. end

ステップ 9 system-startup

例：

se-10-0-0-0(config)# system-startup

システム スタートアップのログを有効にします。

ステップ 10 system-shutdown

例：

se-10-0-0-0(config)# system-shutdown

システム シャットダウンのログを有効にします。

ステップ 11 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show aaa accounting event
se-10-0-0-0# show aaa accounting 

（オプション）ログを記録するように指定された 
AAA アカウンティング イベントを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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コンソール認証の設定
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 line console

例：

se-10-0-0-0(config)# line console

回線設定モードを開始して、コンソール接続を認証

に依存させるかどうかを指定できるようにします。

ステップ 3 login

例：

se-10-0-0-0(config-line)# line console

コンソール接続を使用したユーザ ログインは、認証

に依存させる必要があります。このコマンドの no ま
たは default 形式を使用すると、コンソールの認証

が無効になります。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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ションの設定

Administration via Telephone（AvT）アプリケーションは、Cisco Unity Express が次の機能を提供で

きるようにするための、テレフォニー ベースのインターフェイスです。

• 管理者は、PC、または Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）などのサ

ウンド編集ソフトウェアを使用しないで、新しいオーディオ プロンプトを記録したり、既存のカ

スタム オーディオ プロンプトを削除したりすることができます。その後、これらのプロンプトは、

デフォルトの自動受付の初期プロンプトなど、さまざまな Cisco Unity Express のアプリケーショ

ン スクリプトで使用できます。Emergency Alternate Greeting（EAG）は、AvT 内のオプションで

す。これを使用すると、ユーザは特別なグリーティングの録音や修正、使用可能と使用不能の切り

換えを行うことで、そのグリーティングを通常のグリーティングの前に再生し、一時的なイベント

やメッセージを発信者に知らせることができます。

• 管理者は、既存のプロンプトを再録音できます。

• 管理者は、ブロードキャスト メッセージを送信できます。ブロードキャスト権を持つユーザは、

AvT 機能の制限付きセットにアクセスできます。

• 管理者は、リモート ロケーションとリモート ユーザに対して、音声名を録音できます。

AvT アプリケーションは、Cisco Unity Express モジュールのインストールで自動的に設定されます。

管理者（Superuser）特権またはプロンプト管理（ManagePrompt）特権を持つユーザだけが AvT にア

クセスできます（特権の割り当てについては、「グループの追加と変更」（P.141）を参照）。発信者が 
AvT 番号にダイヤルすると、AvT は発信者の内線番号と PIN を要求して発信者を認証します。発信者

が管理者権限を持っていない場合、AvT は発信者の通話を切断します。

AvT のアクセス電話番号を設定するには、「アプリケーションの SIP トリガーの設定」（P.95）または 
「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」

（P.99）を参照してください。

トリガーの設定
AvT アプリケーションの設定後は、特定の信号またはトリガーが呼び出されたときに、AvT アプリ

ケーションを起動するようにシステムを設定する必要があります。トリガーは電話番号であり、SIP ま
たは JTAPI サブシステムのいずれかに設定できます。発信者が特定の電話番号をダイヤルすると、SIP 
または JTAPI サブシステムが AvT アプリケーションを起動します。AvT アプリケーション用に SIP お
よび JTAPI トリガーを設定する方法については、「トリガーの管理」（P.94）を参照してください。
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トリガーの設定
サポートされる 大トリガー数は、Cisco Unity Express ハードウェアで決まります。詳細については、

『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。アプリケーションのトリガーを複数設

定する手順については、「高度な設定」（P.367）を参照してください。

この設定は、Cisco Unified CME および Cisco Unified Communications Manager（SRST モード）に必

要です。
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自動受付の設定

この章では、Cisco Unity Express システムのコンポーネントを設定する手順について説明します。こ

の章は、次の項で構成されています。

• 「自動受付アプリケーションの設定と管理」（P.205）

• 「自動受付スクリプトの設定」（P.213）

自動受付アプリケーションの設定と管理
Cisco Unity Express ソフトウェアをシステムにインストールした後、この項で説明されている手順を

実行して、Cisco Unity Express に付属する自動受付アプリケーションを設定する必要があります。

デフォルトのプロンプト

管理者は、AAWelcome.wav、AAHolidayPrompt.wav、AABusinessOpen.wav、および 
AABusinessClosed.wav の各プロンプトだけをダウンロード、コピー、およびアップロードできます。

デフォルトの初期プロンプトをカスタマイズするには、「デフォルトの自動受付初期プロンプトのカス

タマイズ」（P.211）を参照してください。

トリガー

自動受付アプリケーションの設定後は、特定の信号またはトリガーが呼び出されたときに、自動受付ア

プリケーションを起動するようにシステムを設定する必要があります。トリガーは電話番号であり、

SIP または JTAPI サブシステムのいずれかに設定できます。発信者が特定の電話番号をダイヤルする

と、SIP または JTAPI サブシステムが自動受付アプリケーションを起動します。自動受付アプリケー

ション用に SIP および JTAPI トリガーを設定する方法については、「トリガーの管理」（P.94）を参照

してください。

Cisco Unity Express では、アプリケーション全体で 大 8 つの SIP トリガーがサポートされています。

これは、ISM-SRE-300-K9、NM-CUE-EC、NM-CUE、および AIM-CUE/AIM2-CUE に適用されま

す。アプリケーションのトリガーを複数設定する手順については、「高度な設定」（P.367）を参照して

ください。

この設定は、Cisco Unified CME および Cisco Unified Communications Manager（SRST モード）に必

要です。
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自動受付アプリケーションの設定と管理
デフォルトの自動受付スクリプト aa.aef
Cisco Unity Express で提供されるデフォルトの自動受付スクリプトには、aa.aef という名前が付いて

います。このファイルはシステム ディレクトリにあり、ダウンロード、コピー、またはアップロード

できません。このデフォルトの自動受付アプリケーションは、「システム スクリプト」または「システ

ム AA」とも呼ばれます。このデフォルトのスクリプトは、内線番号によるダイヤル、ユーザ名のスペ

ルによるダイヤル、オペレータの呼び出しなどの基本機能をサポートします。他の機能が必要な場合

は、カスタマイズされた自動受付スクリプトを作成する必要があります。

aa.aef スクリプトは、休日のリストおよび営業時間のスケジュールをサポートしています。通話が自動

受付に着信すると、システムは当日が休日であるかどうかを確認します。休日である場合、システムは 
AAHolidayPrompt.wav という名前の休日用のプロンプトを再生します。内容は「We are closed 
today.  Please call back later.」です。その後、スクリプトの次の動作が実行されます。

当日が休日でない場合、システムは営業時間内であるかどうかを確認します。営業時間内である場合、

システムは AABusinessOpen.wav プロンプトを再生します。これは空のファイルです。営業時間外で

ある場合、システムは AABusinessClosed.wav プロンプトを再生します。内容は「We are currently 
closed.  Please call back later.」です。

aa.aef スクリプト用に設定できるパラメータを次に示します。

• welcomePrompt：デフォルトは AAWelcome.wav です。

• operExtn：デフォルトは none です。

• holidayPrompt：デフォルトは AAHolidayPrompt.wav です。

• businessOpenPrompt：デフォルトは AABusinessOpen.wav です。

• businessClosedPrompt：デフォルトは AABusinessClosed.wav です。

• businessSchedule：デフォルトは systemschedule です。

• disconnectAfterMenu：デフォルトは false です。

• allowExternalTransfers：デフォルトは false です。

これらのプロンプトのいずれかを変更するには、「自動受付プロンプトの設定」（P.210）を参照してく

ださい。

カスタマイズされたスクリプト ファイルを作成するには、「自動受付スクリプトの設定」（P.213）を参

照してください。

営業時間のスケジュールを作成するには、「営業時間の設定」（P.109）を参照してください。

休日のリストを作成するには、「休日リストの設定」（P.103）を参照してください。

単純な自動受付スクリプト aasimple.aef
もう 1 つの単純なスクリプト aasimple.aef を自動受付アプリケーションで利用できます。このスクリ

プトは、自動受付アプリケーションと関連付けることができます。このスクリプトは削除またはダウン

ロードできません。

このスクリプトは、aa.aef スクリプトと同じ方法でオプション グリーティング、休日および営業時間

のスケジュールを確認します。

初のグリーティング プロンプトは、設定可能なパラメータです。GUI オプションまたは CLI コマン

ドを使用して、自動受付アプリケーションで到達可能なユーザの名前と内線番号が含まれるプロンプト

を設定します。たとえば、「For Al, press 10.  For Bob, press 20.  For the operator, press 0」というプロ

ンプトを再生できます。
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発信者はシャープ キー（#）を押さずに内線番号を入力できます。発信者が内線番号を入力すると、スク

リプトはその内線番号への転送を試行します。スクリプトは転送前に内線番号を検証しません。

このスクリプトには、別のパラメータ（extensionLength）があります。このパラメータでは、Cisco 
Unity Express システムが使用する内線番号の桁数が指定されます。スクリプトが転送に成功するため

には、このパラメータが正しく設定されている必要があります。

aasimple.aef スクリプト用に設定できるパラメータを次に示します。

• welcomePrompt：デフォルトは AAWelcome.wav です。

• operExtn：デフォルトは 0 です。

• MaxRetry：デフォルトは 3 です。

• holidayPrompt：デフォルトは AAHolidayPrompt.wav です。

• businessOpenPrompt：デフォルトは AABusinessOpen.wav です。

• businessClosedPrompt：デフォルトは AABusinessClosed.wav です。

• playExtensionsPrompt：デフォルトは AASPlayExtensions.wav です。

• extensionLength：デフォルトは 1 です。

• businessSchedule：デフォルトは systemschedule です。

• disconnectAfterMenu：デフォルトは false です。

• allowExternalTransfers：デフォルトは false です。

これらのプロンプトのいずれかを変更するには、「自動受付プロンプトの設定」（P.210）を参照してく

ださい。

カスタマイズされたスクリプト ファイルを作成するには、「自動受付スクリプトの設定」（P.213）を参

照してください。

営業時間のスケジュールを作成するには、「営業時間の設定」（P.109）を参照してください。

休日のリストを作成するには、「休日リストの設定」（P.103）を参照してください。

その他の自動受付パラメータの設定

自動受付のアクセス電話番号を設定するには、「アプリケーションの SIP トリガーの設定」（P.95）また

は 「アプリケーションの JTAPI トリガーの設定（Cisco Unified Communications Manager に限る）」

（P.99）を参照してください。

EXEC モードと設定モードの両方でコマンドが使用されます。

ユーザ定義のパラメータを設定する手順については、「アプリケーションの管理」（P.87）を参照してく

ださい。

この手順に必要なデータ

自動受付を設定するには、次の情報が必要です。

• 独自の初期グリーティングを使用するには、事前に録音した初期グリーティングを含む .wav ファ

イルを作成します。このファイルを自動受付スクリプトに配置および保存できるようにするには、

このファイルを Cisco Unity Express モジュールにアップロードする必要があります。または、

Administration via Telephone（AvT）アプリケーションを使用して、初期グリーティングを録音す

ることもできます。グリーティングの録音に関するガイドラインについては、「自動受付グリー
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ティングまたはプロンプト ファイルの録音」（P.211）を参照してください。プロンプトを Cisco 
Unity Express にアップロードする手順については、「自動受付グリーティングまたはプロンプト 
ファイルのアップロード」（P.211）を参照してください。

• アプリケーション名。

• 通話が切断されるまでに自動受付が発信者に対してインストラクションを再生する回数。このカウ

ントは、発信者がメイン メニューから移動してサブメニューのインストラクションを聞き始めた

ときに開始されます。メイン メニューが 5 回再生された後、発信者が選択を行わなかったり、

誤った選択を行ったりした場合は、オペレータに転送されます。

• オペレータの内線番号。発信者がゼロ（「0」）ボタンを押した場合、自動受付はこの内線番号をダ

イヤルします。

• デフォルトの自動受付初期プロンプトを変更する場合は、カスタマイズされた .wav ファイル名。

• 発信者が自動受付にアクセスするためにダイヤルする必要のある電話番号。多くの場合、この番号

は会社の電話番号です。

• 自動受付が同時に処理できる 大発信者数。この値の割り当てに関するガイドラインについては、

「アプリケーションおよびトリガー間のポートの共有」（P.148）を参照してください。

概略手順

1. config t

2. ccn application autoattendant

3. （オプション）description "text"
4. maxsessions number

5. parameter "name" "value"

6. end

7. exit

8. show ccn application

9. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ccn application autoattendant

例：

se-10-0-0-0(config)# ccn application AutoAttendant

設定対象のアプリケーションを指定し、設定モー

ドを開始します。full-name 引数にはアプリケー

ションの正式名を使用します。

ステップ 3 description “text”

例：

se-10-0-0-0(config-application)# description “Auto 
Attendant”

（オプション）アプリケーションの説明を入力し

ます。テキストは二重引用符で囲みます。
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ステップ 4 maxsessions number

例：

se-10-0-0-0(config-application)# maxsessions 4

このアプリケーションに同時にアクセスできる発

信者の数を指定します。この値の割り当てに関す

るガイドラインについては、「アプリケーション

およびトリガー間のポートの共有」（P.148）を参

照してください。

ステップ 5 parameter “name” “value”

例：

se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
“operExtn” “1000”
se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
“MaxRetry” “3”
se-10-0-0-0(config-application)# parameter 
“welcomePrompt” “ciscowelcome.wav”

アプリケーションのパラメータを指定します。各

パラメータには、二重引用符で囲まれた名前と値

が必要です。次のパラメータでは大文字と小文字

が区別されます。詳細については、「アプリケー

ションの管理」（P.87）を参照してください。

自動受付アプリケーションの場合は、次のパラ

メータがあります。

• "operExtn"：発信者が自動受付オペレータ

に到達するために「0」を押したとき、シス

テムがダイヤルする内線番号。これは、発信

者による入力がない場合（タイムアウトの場

合）に、通話が転送される内線番号でもあり

ます。

• "MaxRetry"：発信者による誤ったサブメ

ニューの選択が許容される 大回数。この制

限を超えると、アプリケーションは通話を切

断します。デフォルトは 3 です。

• "welcomePrompt"：Cisco Unity Express モ
ジュールにアップロードされたカスタマイズ

済みの AA 初期プロンプトを含む .wav ファ

イル名。

• "busOpenPrompt"：カスタマイズされた 
AA 営業時間内プロンプトを含む .wav ファ

イル名。デフォルトは AABusinessOpen.wav 
です。

• "busClosedPrompt"：カスタマイズされた 
AA 営業時間外プロンプトを含む .wav ファ

イル名。デフォルトは 
AABusinessClosed.wav です。

• "businessSchedule"：営業開始時間および

営業終了時間を示すファイル名。デフォルト

は systemschedule です。

• "holidayPrompt"：カスタマイズされた AA 
休日メッセージ プロンプトを含む .wav ファ

イル名。デフォルトのファイルは、

AAHolidayPrompt.wav です。

• "disconnectAfterMenu"：メニューの再生

後に発信者との接続を切断するインジケー

タ。デフォルトのステータスは false です。

• "allowExternalTransfers"：外部転送を許

可するインジケータ。デフォルトのステータ

スは false です。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、show ccn application の出力にある自動受付情報を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn application

Name:                                   autoattendant
Description:                            autoattendant
Script:                                 aa.aef
ID number:                              3
Enabled:                                yes
Maximum number of sessions:             8
busOpenPrompt:                          AABusinessOpen.wav
operExtn:                               1000
welcomePrompt:                          AAWelcome.wav
disconnectAfterMenu:                    false
busClosedPrompt:                        AABusinessClosed.wav
allowExternalTransfers:                 false
holidayPrompt:                          AAHolidayPrompt.wav
businessSchedule:                       systemschedule
MaxRetry:                               3
se-10-0-0-0#

自動受付プロンプトの設定

Cisco Unity Express は、カスタマイズされたグリーティング ファイルおよびプロンプト ファイルをサ

ポートします。インストールされた言語ごとにサポートされるグリーティングおよびプロンプトの数

は、Cisco Unity Express ハードウェア モジュールとそのバージョンによって決まります。ご使用の

ハードウェアでサポートされるプロンプトの数を調べるには、使用している Cisco Unity Express リ
リース バージョンのリリース ノートを参照してください。

プロンプトをカスタマイズするには、次の手順を実行する必要があります。

• 「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの録音」（P.211）（必須）

• 「デフォルトの自動受付初期プロンプトのカスタマイズ」（P.211）（必須）

ステップ 6 end

例：

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

アプリケーション設定モードを終了します。

ステップ 7 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 8 show ccn application

例：

se-10-0-0-0# show ccn application

設定された各アプリケーションの詳細を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンドまたは操作 目的
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• 「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルのアップロード」（P.211）（必須）

• 「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルのダウンロード」（P.212）（オプション）

• 「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの名前変更」（P.212）（オプション）

• 「自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの削除」（P.213）（オプション）

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの録音

自動受付グリーティングおよびプロンプト ファイルを作成するには、次の 2 つの方法が使用できます。

• G.711 u-law、8 kHz、8 ビット、Mono 形式で .wav ファイルを作成する。ファイルのサイズは 1 
MB（約 2 分）よりも大きくできません。グリーティングを録音したら、GUI または 
Cisco Unity Express の CLI コマンド ccn copy url を使用して、ファイルを Cisco Unity Express 
システムにコピーします。アップロードの手順については、次の項の「自動受付グリーティングま

たはプロンプト ファイルのアップロード」を参照してください。

• TUI で AvT を使用して、グリーティングまたはプロンプトを録音する。AvT 電話番号をダイヤル

し、グリーティングを録音するためのオプションを選択します。録音が終了したら、ファイルを保

存します。AvT により、ファイルが Cisco Unity Express に自動的に保存されます。

AvT プロンプト ファイル名の形式は UserPrompt_DateTime.wav です。たとえば、

UserPrompt_11152003144055.wav などになります。ファイル名をわかりやすい名前に変更するに

は、CLI コマンドまたは GUI オプションを使用します。

AvT を使用すると、他の方法で録音した .wav ファイルより高品質のサウンドが実現されるため、

TUI で AvT を使用してグリーティングおよびプロンプトを録音することをお勧めします。

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルのアップロード

.wav グリーティングまたはプロンプト ファイルを録音したら、Cisco Unity Express EXEC モードで 
ccn copy url コマンドを使用して、そのファイルをアップロードします。

ccn copy url source-ip-address prompt prompt-filename

例：
se-10-0-0-0# ccn copy url ftp://10.100.10.123/AAprompt1.wav prompt AAprompt1.wav
se-10-0-0-0# ccn copy url http://www.server.com/AAgreeting.wav prompt AAgreeting.wav

このコマンドは、GUI オプション [Voice Mail] > [Prompts] を使用して [Upload] を選択した場合と同

じ処理を実行します。

Cisco Unity Express モジュールで許可されている 大プロンプト数より多くアップロードしようとす

ると、エラー メッセージが表示されます。

デフォルトの自動受付初期プロンプトのカスタマイズ

システムに含まれているデフォルトの AA グリーティングの長さは 2 秒で、「Welcome to the 
AutoAttendant」というプロンプトが再生されます。ご使用のシステム専用のカスタム初期プロンプト

を録音し、発信者への応答に使用できます。デフォルトの .wav ファイル名は AAWelcome.wav です。

.wav ファイルに保存されているデフォルトの初期プロンプトの長さは 2 秒ですが、新しい初期プロン

プトは 大 120 秒まで録音できます。初期プロンプトの .wav ファイルは、G.711 u-law 形式で 大 1 
MB にすることができます。
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カスタム初期プロンプトを作成する場合は、別の .wav ファイル名を使用し、その新しい .wav ファイ

ルを Cisco Unity Express モジュールにアップロードします。デフォルトの AAWelcome.wav ファイル

名を上書きしないでください。初期プロンプト .wav ファイルのアップロードについては、「自動受付

グリーティングまたはプロンプト ファイルのアップロード」（P.211）を参照してください。

（注） 初期プロンプトの .wav ファイルは割り込み不可です。つまり、録音された初期プロンプトが長いほ

ど、他の内線番号にアクセスする数字を入力できるようになるまで発信者が待つ時間も長くなります。

発信者がボイスメール システムに迅速にアクセスできるように、短い初期プロンプトを録音すること

をお勧めします。

この初期プロンプトに続いて、デフォルトのスクリプトがメニュー アナウンスを再生し、メニュー オ
プションを発信者に示します。これは、システムに付属するデフォルトの自動受付内にある、カスタマ

イズできないプロンプトです。内線番号を入力してダイヤルするオプションを発信者が使用した場合、

どの内線番号であってもシステムは転送を試みます。これには、Cisco Unity Express を使用して定義

されていない内線番号も含まれます。Cisco Unity Express で定義されていない内線番号に発信者が転

送されないようにするには、Class of Restrictions（COR; クラス オブ レストリクション）をダイヤル

ピア上に設定するか、カスタム スクリプトを作成して、このオプションを回避します。

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルのダウンロード

グリーティングおよびプロンプトは、自動受付からコピーして、別のサーバまたは PC に保存できます。

グリーティングまたはプロンプト ファイルをコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで 
ccn copy prompt コマンドを次のように入力します。

ccn copy prompt prompt-filename url ftp://destination-ip-address/prompt-filename 
[language xx_YY] [username name password password]

ここで、prompt-filename はコピーするファイル、destination-ip-address は FTP サーバの IP アドレス、

xx_YY はプロンプト ファイルの言語、name は FTP サーバのログイン ID、password は FTP サーバの

パスワードです。

例：
se-10-0-0-0# ccn copy prompt AAprompt2.wav url ftp://10.100.10.123/AAprompt2.wav

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの名前変更

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの名前を変更するには、Cisco Unity Express 
EXEC モードで ccn rename prompt コマンドを次のように入力します。

ccn rename prompt old-name new-name

ここで、old-name は既存のファイル名、new-name は変更後の名前です。

例：
se-10-0-0-0# ccn rename prompt AAmyprompt.wav AAmyprompt2.wav
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自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルの削除

自動受付グリーティングまたはプロンプト ファイルを Cisco Unity Express から削除するには、

Cisco Unity Express EXEC モードで ccn delete コマンドを次のように入力します。

ccn delete prompt prompt-filename

ここで、prompt-filename は、削除するファイルです。

例：
se-10-0-0-0# ccn delete prompt AAgreeting.wav

自動受付スクリプトの設定
Cisco Unity Express は、カスタマイズされたスクリプト ファイルをサポートします。サポートされる、

カスタマイズされたスクリプトの数は、Cisco Unity Express ハードウェア モジュールとそのバージョ

ンによって決まります。ご使用のハードウェアでサポートされる、カスタマイズされたスクリプトの数

を調べるには、使用している Cisco Unity Express リリース バージョンのリリース ノートを参照してく

ださい。

スクリプトをカスタマイズするには、次の手順を実行する必要があります。

• 「自動受付スクリプト ファイルの作成」（P.213）

• 「自動受付スクリプト ファイルのアップロード」（P.214）

• （オプション）「自動受付スクリプト ファイルのダウンロード」（P.214）

• （オプション）「自動受付スクリプト ファイルの削除」（P.214）

自動受付スクリプト ファイルの作成

次のいずれかを使用して、自動受付スクリプト ファイルを作成できます。

• Microsoft Windows ベースの高機能 Cisco Unity Express GUI スクリプト エディタ

• Editor Express

高機能 Cisco Unity Express GUI スクリプト エディタを使用してスクリプト ファイルを作成するため

のガイドラインおよび手順については、『Cisco Unity Express Guide to Writing and Editing Scripts』を

参照してください。

Editor Express の使い方については、『Cisco Unity Express GUI Administration Guide』を参照してくだ

さい。

スクリプト ファイルのサイズは 256 KB よりも大きくできません。

スクリプトを作成したら、GUI または Cisco Unity Express の ccn copy コマンドを使用して、ファイ

ルを Cisco Unity Express システムにコピーします。アップロードの手順については、次の項の「自動

受付スクリプト ファイルのアップロード」を参照してください。
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自動受付スクリプトの設定
自動受付スクリプト ファイルのアップロード

.wav グリーティングまたはプロンプト ファイルを録音したら、Cisco Unity Express EXEC モードで 
ccn copy url コマンドを使用して、そのファイルをアップロードします。

ccn copy url ftp://source-ip-address/script-filename.aef script script-filename.aef 
[username username password password]

例：
se-10-0-0-0# ccn copy url ftp://10.100.10.123/AVTscript.aef script AVTscript.aef
se-10-0-0-0# ccn copy url http://www.server.com/AVTscript.aef script AVTscript.aef

このコマンドは、GUI オプション [Voice Mail] > [Scripts] を使用して [Upload] を選択した場合と同じ

処理を実行します。

Cisco Unity Express モジュールで許可されている 大スクリプト数より多くアップロードしようとす

ると、エラー メッセージが表示されます。

自動受付スクリプト ファイルのダウンロード

スクリプトは、自動受付からコピーして、別のサーバまたは PC に保存できます。

スクリプト ファイルをコピーするには、Cisco Unity Express EXEC モードで ccn copy script コマンド

を次のように入力します。

ccn copy script script-filename url ftp://destination-ip-address/script-filename

例：
se-10-0-0-0# ccn copy script AVTscript.aef url ftp://10.100.10.123/AVTscript.aef

自動受付スクリプト ファイルの削除

自動受付スクリプト ファイルを Cisco Unity Express から削除するには、Cisco Unity Express EXEC 
モードで ccn delete コマンドを次のように入力します。

ccn delete script script-filename

例：
se-10-0-0-0# ccn delete script AVTscript.aef
Are you sure you want to delete this script? (y/n)
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この章では、Cisco Unity Express のメッセージ通知機能を実装するための方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 「メッセージ通知の概要」（P.215）

• 「メッセージ通知の設定」（P.216）

• 「メッセージ通知の送信と受信」（P.222）

• 「システム全体の設定」（P.224）

• 「ユーザまたはグループに対するメッセージ通知の有効化」（P.227）

• 「デバイスに対するメッセージ通知の設定」（P.227）

• 「カスケード メッセージ通知」（P.242）

この機能を GUI から設定するには、[Voice Mail] > [Message Notification] オプションを使用します。

メッセージ通知の概要
Cisco Unity Express バージョン 3.1 から、ボイスメールボックスに新しいメッセージがあることをユー

ザに通知するための、いくつかのオプションが用意されています。

ユーザのメールボックスにメッセージが届くと、システムは Non Delivery Receipt（NDR）を含む、

すべてのタイプのメッセージに対して通知を生成します。Delayed Delivery Receipt（DDR）、ブロー

ドキャスト メッセージ、ライブ レコード メッセージ、および新規のマークの付いた既存のメッセージ

では通知が生成されません。

システムは、新しいボイスメール メッセージがユーザのメールボックスに届いたときに通知を生成し

ます。このような通知は、次のデバイスに送信できます。

• 携帯電話

• 自宅の電話

• 職場の電話

• 数字用ポケットベル

• 文字対応デバイス

• 電子メールの受信ボックス

各デバイスでは、通知を受信可能なスケジュールを設定できます。電話機（職場の電話、自宅の電話、

携帯電話）では、ユーザが通知を無効にしたり、通知通話時にメールボックスにログインしたりするこ

とができます。
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メッセージ通知の設定
通知設定には、各ユーザまたはグループに対するコンフィギュレーション設定が含まれています。通知

設定の詳細については、「通知プロファイル」（P.216）を参照してください。

メッセージ通知機能を設定するには、システム全体のパラメータをいくつか設定する必要があります。

このようなパラメータの設定手順については、「システム全体でのメッセージ通知の設定」（P.217）を

参照してください。

メッセージ通知の送信方法と受信方法は、デバイス タイプによって異なります。その方法については、

「メッセージ通知の送信と受信」（P.222）を参照してください。

システム全体のパラメータの設定後は、メッセージ通知機能にアクセス可能なユーザとグループのパラ

メータを設定します。その手順については、「デバイスに対するメッセージ通知の設定」（P.227）を参

照してください。

通知プロファイル

Cisco Unity Express には、ボイスメールボックスを持つ各ユーザおよびグループに対するデフォルト

の通知プロファイルが用意されています。この通知プロファイルには、デバイス タイプ、電話番号ま

たは電子メール アドレス、通知設定、通知スケジュールなど、メッセージ通知の設定情報が含まれて

います。各ユーザまたはグループは、通知プロファイルで構成された 1 つ以上のサポート済みデバイス

を持つことができます。プロファイル情報を設定すると、ユーザまたはグループはメッセージ通知を受

け取るようになります。

デフォルトのプロファイル名は vm-notif-profile です。この名前は変更または削除できません。

メッセージ通知の設定
メッセージ通知を設定するには、次の手順を実行する必要があります。

• システム全体の設定

– システム全体の通知設定の概要については、後述の「システム全体でのメッセージ通知の設

定」を参照してください。

– システム全体の通知設定の設定手順については、「システム全体の設定」（P.224）を参照して

ください。

• ユーザおよびデバイス固有の設定

– ユーザおよびデバイス固有の設定の概要については、「ユーザおよびデバイス固有の設定」

（P.219）を参照してください。

– ユーザおよびデバイス固有の設定の設定手順については、「ユーザまたはグループに対する

メッセージ通知の有効化」（P.227） および「デバイスに対するメッセージ通知の設定」（P.227）
を参照してください。
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メッセージ通知の設定
システム全体でのメッセージ通知の設定

システム全体のメッセージ通知では、次の設定を使用します。

• 機能の有効化：メッセージ通知は、すべてのユーザおよびグループに対してデフォルトで無効に

なっています。機能の有効化は、システム全体、または特定のユーザまたはグループに対して行い

ます。この機能は、メールボックスを持つすべてのユーザまたはグループで使用できます。

管理者がこの機能をシステム全体で初めて有効にした時点では、この機能はまだすべてのユーザお

よびグループに対して無効になっています。特定のユーザまたはグループがメッセージ通知にアク

セス可能な場合、管理者はそのユーザまたはグループに対してこの機能を個別に有効にできます。

機能をシステム全体で無効にすると、すべてのユーザおよびグループに対してこの機能が無効にな

ります。ただし、システムはユーザおよびグループに対するデバイス設定を削除しません。機能が

再び有効にされると、システムはユーザおよびグループに対する設定を、システム全体で無効にさ

れる前の状態に復元します。

機能がシステム全体で有効な場合に、管理者が新しいユーザまたはグループを追加すると、その

ユーザまたはグループに対してこの機能は無効になります。

この機能をシステム全体で有効にしたときに SMTP サーバが設定されていない場合、システムは電

子メールおよび文字対応デバイスでの通知が機能しないことを示す、警告メッセージを生成します。

• 通知設定：管理者は、通知が送信されるメッセージのタイプ（すべてのメッセージまたは緊急メッ

セージ）を設定できます。デフォルトは緊急メッセージです。管理者は、特定のユーザまたはグ

ループの設定を、システム全体の設定とは異なる値に変更できます。

システム全体の設定が「すべて」に設定されている場合、管理者は特定のユーザまたはグループの

設定を「すべて」と「緊急」のどちらにも設定できます。システム全体の設定が「緊急」に設定さ

れている場合、特定のユーザまたはグループの設定は「緊急」だけになります。

管理者がシステム全体の設定を「すべて」から「緊急」に変更すると、システムはすべてのユーザ

またはグループに対する設定を「緊急」に変更します。

管理者がシステム全体の設定を「緊急」から「すべて」に変更した場合、システムは個別に設定さ

れたユーザまたはグループの設定を変更しません。

• ボイス メッセージの添付：この設定では、電子メールの受信ボックスに送信される通知にボイス 
メッセージを添付することが許可されます。通知の添付はデフォルトで無効にされ、ボイス メッ

セージが通知電子メールに添付されません。管理者は、特定のユーザまたはグループの設定を、シ

ステム全体の設定とは異なる値に変更できます。

添付がシステム全体で有効になっている場合は、特定のユーザまたはグループの設定を有効または

無効に変更できます。添付がシステム全体で無効になっている場合は、特定のユーザまたはグルー

プの添付設定も無効になります。

この設定に関係なく、システムがプライベート メッセージを通知電子メールに添付することはあ

りません。

管理者がこのシステム全体の設定を有効から無効に変更すると、システムはすべてのユーザまたは

グループに対する設定を無効に変更します。

管理者がこのシステム全体の設定を無効から有効に変更した場合、システムは個別に設定された

ユーザまたはグループの設定を変更しません。

• 接続タイムアウト：この変数は、システムが通話を切断し、通話失敗として処理するまでの、通知

通話の接続を試行する秒数を指定します。このオプションを使用できるのは、電話機および数字用

ポケットベルに対してだけです。値の範囲は 12 ～ 96 秒です。デフォルト値は 48 秒です。
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• 発信中のボイスメールへのログイン：この変数は、通知通話に応答するときに、ボイスメールにロ

グインすることをユーザに許可します。このオプションを使用できるのは、電話機だけです。

このオプションが有効な場合、システムはボイスメールにログインしてメッセージを取得するオプ

ションをユーザに提供します。このオプションが無効な場合、システムは通知通話の切断前に通知

プロンプトを 3 回実行します。システム デフォルトでは無効になっています。

• 通知メッセージのプレフィックス テキスト：管理者はこの設定を使用して、通知の前にシステム

全体のメッセージを付加できます。このオプションは、Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョン

で使用可能です。

• 通知メッセージのサフィックス テキスト：管理者はこの設定を使用して、通知の後にシグニチャ 
メッセージを付加できます。このオプションは、Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョンで使用

可能です。

• 規制テーブル：規制テーブルは、ユーザがメッセージ通知の送信に使用可能な電話番号を制御しま

す。この制限を使用できるのは、電話機および数字用ポケットベルだけです。

システムには事前定義済みのテーブルが用意され、管理者はそれを修正できます。このテーブル

は、システム上のすべてのユーザおよびグループに適用されます。このテーブルの一般的な用途

は、メッセージ通知での長距離番号および国際電話番号の使用防止です。

ユーザが電話機（携帯電話、自宅の電話、職場の電話など）および数字用ポケットベルに電話番号

を割り当てたとき、および発信を行う前に、システムは規制テーブルをチェックします。電話番号

がテーブルに制限対象としてリストされている場合、システムはユーザにメッセージを送信します。

ユーザがデバイスに設定済みの番号があり、後から管理者がその番号をシステム全体で制限した場

合、その番号に通知通話が行われなくなります。管理者は、ユーザごとにその番号を削除する必要

があります。

Cisco Unity Express には、次の 2 つの条件を定義したデフォルトの規制テーブルが用意されてい

ます。

– 電話番号で許可される、アクセス コードを含めた 小桁数と 大桁数。 小は 1 桁、 大は 
30 桁です。デフォルトは 1 桁です。

– 制限された番号を表す、 大 10 文字のダイヤル ストリング。各ストリングは、ダイヤル パ
ターン、およびそのパターンと一致する電話番号を制限するかどうかを指定する設定で構成さ

れます。

有効なパターンには、0 ～ 9 の数字、アスタリスク（*）、およびドット（.）を使用できます。

* は 0 個以上の桁との一致を示します。ドットは、1 桁分のプレースホルダになります。

有効な設定値は allowed または disallowed です。

ユーザがデバイスに割り当てる電話番号を設定または変更しようとすると、システムはその番

号の桁数が許可されているかどうかを検証します。許可されていない場合、ユーザはシステム 
メッセージを受け取ります。

桁数が許容範囲の場合、システムはその番号を規制テーブル内の 初のパターン（設定 1）か

ら順に、ダイヤル パターンと照合します。その番号が 初のパターンと一致しない場合、シ

ステムはテーブル内の次のパターン（設定 2）と照合し、一致するものが見つかるまで繰り返

します。システムはダイヤル ストリングの指定に従って、通話を許可または制限します。

デフォルトの規制テーブルでは、表 11 に示すようにすべての電話番号の使用が許可されています。

表 11 デフォルトの規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 * はい
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このパターンは、設定および許可だけを変更できます。

規制テーブルには、同じダイヤル パターンと許可設定を持つ同一のダイヤル ストリングを含める

ことができます。これには、デフォルト パターンが含まれます。テーブルに「1 つ以上」のデフォ

ルト パターンが含まれている場合は、これらのダイヤル ストリングのいずれかを削除できます。

表 12 に、国際電話番号と制限番号のある規制テーブルを示します。

表 13 に、ある市外局番で 1 つの番号を許可し、その市外局番の他のすべての番号を制限する規制

テーブルを示します。

• SMTP サーバの設定：ユーザの電子メールへの通知の送信、または文字対応デバイスへのテキスト 
メッセージの送信には、SMTP サーバが必要です。Cisco Unity Express がテキスト通知の送信に

使用する外部 SMTP サーバを、管理者が設定する必要があります。SMTP サーバのアドレスは、

ホスト名と IP アドレスのどちらでもかまいません。ホスト名を使用するには、DNS サーバが設定

されていることを確認してください。

SMTP サーバで認証にユーザ ID とパスワードが必要な場合は、管理者が Cisco Unity Express ソフ

トウェア上でユーザ ID とパスワードを設定する必要があります。

• 発信電子メールの発信元アドレス：Cisco Unity Express から送信される電子メールおよび通知に

は、差出人フィールドにアドレス hostname@domain が表示されます。ここで、hostname は 
Cisco Unity Express 用に設定されたホスト名、domain は Cisco Unity Express 用に設定されたド

メイン名です。管理者は、よりわかりやすい電子メール アドレスをこのフィールドで使用するよ

うに設定することができます。 大長は 128 文字です。

ユーザおよびデバイス固有の設定

ユーザは、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）、グラフィカル ユーザ イン

ターフェイス（GUI）、または VoiceView Express を使用して、メッセージ通知の送信先となる電話機

および数字用ポケットベルを指定できます。ユーザが、通知を受信する電子メールの受信ボックスまた

は文字対応デバイスの設定に使用できるのは、GUI または VoiceView Express だけです。

管理者は、この項で説明する GUI、VoiceView Express、または CLI の手順を使用して、通知の受信用

に任意のサポート済みデバイスを設定できます。

メッセージ通知の設定には、次の設定を使用できます。

表 12 国際電話番号のある規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 9011* いいえ

2 91.......... いいえ

3 * はい

表 13 制限された市外局番のある規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 9011* いいえ

2 912225550150 はい

3 91222....... いいえ

4 * はい
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• 電話番号：メールボックスに新しいメッセージを受信すると、システムはこの番号にダイヤルしま

す。番号には数字の 0 ～ 9 だけを使用し、その他の文字や休止は使用できません。電話番号には、

アクセス コードを含められます。

電子メールの受信ボックスと文字対応デバイスに対しては、この設定を使用できません。

電話番号が削除されると、そのデバイスが無効になります。

管理者は、どの電話番号をメッセージ通知用に許可するかを制御する、規制テーブルを設定しま

す。規制テーブルの詳細については、「システム全体でのメッセージ通知の設定」（P.217）を参照

してください。

• 追加の番号：電話番号にダイヤル後に発信通話に応答があると、システムはこの番号をダイヤルしま

す。この番号は、Cisco Unity Express から通話先デバイスに対する DTMF 番号として扱われます。

この番号のダイヤル結果は、通話先デバイスによって異なります。たとえば、数字用ポケットベル

にはこの番号が表示されます。

追加の番号には、数字 0 ～ 9、ポンド記号またはハッシュ記号（#）、アスタリスク（*）、およびプ

ラス記号（+）を使用できます。プラス記号は、1 秒間の休止の挿入に使用されます。追加の番号

の 大長は 64 文字です。

電子メールの受信ボックスまたは文字対応デバイスに対しては、この設定を使用できません。

• 宛先：この設定は、メッセージ通知を受信する電子メールアドレスです。電子メール アドレスの

大長は 129 文字です。

この設定は、電子メールの受信ボックスと文字対応デバイスだけで使用できます。

電子メール アドレスが削除されると、そのデバイスが無効になります。

• テキスト：電子メールの本文、または文字対応デバイスのテキスト ページとして表示される、テ

キスト メッセージの内容です。メッセージの 大長は 128 文字です。

• 電子メールへの添付：この設定を有効にすると、メッセージ通知の電子メールに新しいボイス 
メッセージが .wav ファイルとして添付されます。.wav ファイルの形式は、G711 mu-law、8KHz 
8 ビット、Mono です。

この設定は、電子メールの受信ボックスだけで使用できます。

この設定はデフォルトで無効となり、メッセージ通知にボイス メッセージが添付されません。

この設定に関係なく、システムがプライベート メッセージを通知電子メールに添付することはあ

りません。

システム全体の添付設定は、ユーザまたはグループごとの設定よりも優先されます。管理者が、シ

ステム全体で電子メールの添付設定を無効にすると、ユーザが自分のデバイスに対して設定を有効

にできなくなります。

管理者がこのシステム全体の設定を無効から有効に変更した場合、システムは個別に設定された

ユーザまたはグループの設定を変更しません。

• デバイスの有効化：ユーザまたは管理者は、メッセージ通知を受信するデバイスを有効にする必要

があります。電話機および数字用ポケットベルでは、正しい電話番号を有効にする必要がありま

す。電子メールの受信ボックスおよび文字対応デバイスでは、正しい電子メール アドレスを有効

にする必要があります。

管理者がシステム全体の設定を無効に変更すると、ユーザはすべてのデバイスを有効にできなくな

ります。ユーザがデバイスを有効にできるのは、システム全体の設定が有効になっている場合だけ

です。
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メッセージ通知の設定
• 通知設定：ユーザまたは管理者は、通知が送信されるメッセージのタイプ（すべてのメッセージま

たは緊急メッセージ）を設定できます。デフォルトは緊急メッセージです。

システム全体の添付設定は、ユーザまたはグループごとの設定よりも優先されます。管理者がシス

テム全体の設定を「すべて」から「緊急」に変更すると、ユーザは自分のデバイスの設定を有効に

できなくなります。

• 通知スケジュール：ユーザまたは管理者は、特定のデバイスに対して通知をアクティブにするスケ

ジュールを設定できます。タイム スロットは曜日に関係なく 24 時間を使用でき、30 分単位で設定

できます。

デフォルトのスケジュールは、月曜日から金曜日の午前 8:00 から午後 5:00 です。

デバイスが非アクティブのときに新規メッセージが届いた場合、次のアクティブなタイム スロッ

トになったときにメッセージが「新規」状態であっても、システムは通知を送信しません。

オプションと設定

表 14 に、メッセージ通知機能の設定に使用可能な設定とオプション、その設定またはオプションで定

義される状態が、システム全体のものか、ユーザまたはグループごとのものかを示します。また、その

設定またはオプションを設定可能なインターフェイスも示してあります。

表 14 メッセージ通知の設定

設定またはオプション インターフェイス

システム全体 CLI GUI TUI VoiceView
通知の有効化 ○ ○

通知設定 ○ ○

ボイス メッセージの添付 ○ ○

接続タイムアウト ○ ○

発信中のメールボックスへのログイン ○ ○

規制テーブル ○ ○

SMTP サーバの設定 ○ ○

差出人アドレス ○ ○

ユーザまたはグループ

電話番号 ○ ○ ○ ○

追加の番号 ○ ○ ○ ○

宛先 ○ ○ ○

テキスト ○ ○ ○

電子メールへのボイスメール添付 ○ ○ ○

デバイスの有効化 ○ ○ ○1

1. 電子メールの受信ボックスおよび文字対応デバイスを除く。

○

通知設定 ○ ○ ○ 1 ○

通知スケジュール ○ ○ ○ 1 ○
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メッセージ通知の送信と受信
メッセージ通知の送信と受信
ユーザまたは GDM が新しいボイス メッセージを受信すると、システムはそのメールボックスに対し

てメッセージ通知が有効になっているかどうかを調べます。通知が無効の場合、システムは通知を生成

しません。

通知が有効の場合、システムは有効化されたデバイス、およびそのデバイスの通知スケジュールを調べ

ます。有効化されたデバイスが、そのメッセージを受信した時点で通知の受信を許可されている場合、

システムはそのデバイスに通知を送信します。General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボック

ス）の場合は、グループのすべてのメンバーではなく、有効化されたデバイスだけに通知されます。

メッセージ通知の処理は、次の項で説明するように、デバイス タイプによって異なります。

• 「電話機への通知」（P.222）

• 「数字用ポケットベルへの通知」（P.222）

• 「電子メールの受信ボックスへの通知」（P.223）

• 「文字対応デバイスへの通知」（P.223）

電話機への通知

電話機に通知するには、Cisco Unity Express システムが設定された電話番号に通話します。

ユーザがその通話に応答すると、システムは設定された追加の番号を送信します。ユーザには、メール

ボックス ID と PIN を使用してメールボックスにログインするか（このオプションが有効な場合）、通

話を受けたデバイスへの通知を無効にするかのオプションが提示されます。

ユーザが、設定された秒数の間通話に応答しなかった場合、またはデバイスが通話中だった場合、シス

テムは通話を切断し、ユーザへの通話を再試行しません。

受信者は、通知中に電話機に対するメッセージ通知をオフにすることができます。受信者がオフにした

場合、システムはそのデバイスに対する通知がオフにされていることを示すメッセージを、その受信者

のメールボックスに残します。

管理者は、通知のループに注意する必要があります。たとえば、ユーザ A がユーザ B への通知を設定

し、ユーザ B がユーザ C への通知を設定し、ユーザ C がユーザ A への通知を設定したとすると、これ

らのユーザのメールボックスが通知で満杯になります。この場合は、管理者がいずれかのユーザへの通

知を無効にする必要があり、それによってループが止まります。管理者は、そのユーザに対する通知を

再び有効にしてください。

数字用ポケットベルへの通知

数字用ポケットベルに通知するには、Cisco Unity Express システムが設定された電話番号に通話します。

ポケットベルがその通話に応答すると、システムは設定された追加の番号を送信し、通話を切断しま

す。追加の番号は、ポケットベルのディスプレイに表示されます。

デバイスが、設定された秒数の間通話に応答しなかった場合（接続タイムアウト）、またはデバイスが

通話中だった場合、システムは通話を切断し、そのデバイスへの通話を再試行しません。
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メッセージ通知の送信と受信
電子メールの受信ボックスへの通知

システムは、新規メッセージを受信するたびに、設定された電子メール アドレスに電子メール メッ

セージを送信します。

（注） STMP サーバが設定されていないと、電子メール通知が送信されません。

電子メール メッセージの件名は「Message Notification」です。電子メール メッセージの本文には、

メッセージ タイプ、内線番号またはユーザ ID、メッセージの送信者、および送信者が設定したメッ

セージ テキストが含まれます。電子メール メッセージのサンプルを次に示します。

Message Type: Urgent
Message for: userA
Message from: userB
Meeting scheduled at 2:00 pm today in conference room 3

ボイス メッセージを添付するオプションが有効な場合は、メッセージが .wav ファイルとして添付され

ます。.wav ファイルの形式は、G711 mu-law、8KHz 8 ビット、Mono です。ファイル名の形式は 
VM_yyyy.mm.dd_hh.mm.ss.wav となり、yyyy は年、dd は日、hh は 24 時間形式の時、mm は分、ss は
秒です。

システムが電子メールを配信できない場合、メッセージの配信失敗通知は生成されません。

文字対応デバイスへの通知

システムは、新規メッセージを受信するたびに、設定された電子メール アドレスに電子メール メッ

セージを送信し、テキスト ページを 1 つ作成します。

（注） STMP サーバが設定されていないと、文字対応デバイスの通知が送信されません。

電子メール メッセージの件名は「Message Notification」です。電子メール メッセージの本文には、

メッセージ タイプ、内線番号またはユーザ ID、メッセージの送信者、およびメッセージ受信者が通知

の設定時に設定したメッセージ テキストが含まれます。このテキストは、このユーザが受信するすべ

てのメッセージに対して同じです。

電子メール メッセージのサンプルを次に示します。

Message Type: Urgent
Message for: userA
Message from: userB
New voicemail for number 1122

システムが電子メールを配信できない場合、メッセージの配信失敗通知は生成されません。
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システム全体の設定
システム全体の設定
システム全体のメッセージ通知設定を設定するには、次の手順に従ってください。

前提条件

メッセージ通知機能を設定するには、次の項目を事前に設定する必要があります。

• SMTP サーバのホスト名 

• SMTP の認証値（ユーザ ID およびパスワードまたは資格ストリング）

• 規制テーブル

通知の前にテキスト メッセージを付加したり、通知の後にシグニチャ メッセージを付加するには、

Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョンが必要です。

SMTP パラメータの設定については、「SMTP パラメータの設定」（P.117） を参照してください。規制

テーブルのパラメータの設定については、「規制テーブルの設定」（P.357） を参照してください。

この手順に必要なデータ

• ユーザまたはグループの一部がメッセージ通知にアクセスする場合は、ユーザ ID またはグループ名

• 通知設定

• 接続がタイムアウトするまでの秒数

• 規制テーブルに電話番号を追加する場合：

– ダイヤル ストリングの 大および 小桁数

– 1 つ以上のダイヤル ストリング パターン

• 発信電子メール用の差出人アドレス

概略手順

1. config t

2. voicemail notification enable

SMTP サーバを使用できない場合は、電子メールおよび文字対応デバイスへの通知が機能しないこ

とを管理者に警告するメッセージが表示されます。

3. （オプション）voicemail notification preference {all | urgent}

4. （オプション）voicemail notification email attach

5. （オプション）voicemail notification connect-timeout seconds

6. （オプション）voicemail notification text prefix {append “text message” | delimiting character}

7. （オプション）voicemail notification text suffix {append “text message” | delimiting character}

8. （オプション）voicemail notification allow-login
9. voicemail configuration outgoing-email from-address email-address

10. end

11. show voicemail notification
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システム全体の設定
12. show voicemail notification restriction-table

13. show smtp server

14. show voicemail configuration

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail notification enable

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification enable

システム全体でボイス メッセージ通知を有効

にします。このコマンドは、いずれかのユー

ザまたはグループに対して機能を有効にする

前に、実行する必要があります。

ステップ 3 voicemail notification preference {all | urgent}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification preference all
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification preference 
urgent

（オプション）通知を生成するメッセージの

タイプを指定します。

• all：すべてのメッセージで通知を生成し

ます。

• urgent：緊急メッセージだけで通知を生

成します。システム全体のデフォルトは 
urgent です。

ステップ 4 voicemail notification email attach

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification email attach

（オプション）発信通知電子メールに、ユー

ザがボイス メッセージを添付できるようにし

ます。システム全体のデフォルトでは無効に

なっています。

ステップ 5 voicemail notification connect-timeout seconds

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification 
connect-timeout 60

（オプション）発信メッセージ通知通話を切

断し、通話失敗と見なすまでの秒数を指定し

ます。有効な値は 12 ～ 96 です。デフォルト

は 48 です。

この値は、電話機および数字用ポケットベル

だけに適用されます。

ステップ 6 voicemail notification allow-login

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification allow-login

（オプション）発信通知通話中に、ユーザが

ボイスメールにログインできるようにしま

す。デフォルトでは無効になっています。

有効な場合、システムはボイスメールにログ

インしてメッセージを取得するオプションを

ユーザに提供します。

ステップ 7 voicemail notification text prefix {append “text message” 
| delimiting character}

例：
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification prefix append 
“You have a new voicemail.”

（オプション、Cisco Unity Express 8.0 以降の

バージョンにだけ該当）システム全体で、ボ

イスメール通知の前にテキスト メッセージを

付加します。
225
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

メッセージ通知の設定

システム全体の設定
例

次の例は、show voicemail notification コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification

Message Notification: enabled
Notification Preference: all
Connection Timeout: 60 seconds
Login to VoiceMail allowed: no
Attach voice message: yes

次の例は、show voicemail notification restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification restriction-table

Restriction table: msg-notification
Minimum digits allowed: 5
Maximum digits allowed: 18
Dial-Strings:

ステップ 8 voicemail notification text suffix {append “text message” 
| delimiting character}

例：
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification suffix append 
“VoiceMail Administration.”

（オプション、Cisco Unity Express 8.0 以降の

バージョンにだけ該当）システム全体で、通

知テキストの後にシグニチャ テキストを付加

します。

ステップ 9 voicemail configuration outgoing-email from-address 
email-address

例：
se-10-0-0-0(config)# voicemail configuration 
outgoing-email from-address companyname@mycompany.com

発信 Cisco Unity Express 電子メール メッ

セージの差出人フィールドに使用されるアド

レスを設定します。

• email-address：名前とドメイン名。 大

長は 128 文字です。

ステップ 10 end 設定モードを終了します。

ステップ 11 show voicemail notification

例：
se-10-0-0-0# show voicemail notification

設定されているメッセージ通知設定を表示し

ます。

ステップ 12 show voicemail notification restriction-table

例：
se-10-0-0-0# show voicemail notification restriction-table

設定されている規制テーブルを表示します。

ステップ 13 show smtp server

例：
se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP サーバの設定を表示します。

ステップ 14 show voicemail configuration

例：
se-10-0-0-0# show voicemail configuration

発信電子メール メッセージの差出人アドレス

を表示します。

コマンドまたは操作 目的
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ユーザまたはグループに対するメッセージ通知の有効化
Preference Call Pattern Allowed
1 91222* Yes
2 * No

次の例は、show smtp server コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show smtp server

SMTP Server: 172.16.1.1
Authentication: Required
Username: smtp123

次の例は、show voicemail configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail configuration

Outgoing Email From-Address:      companyname@mycompany.com

ユーザまたはグループに対するメッセージ通知の有効化
ユーザまたはグループ用にデバイス上でメッセージ通知を設定する前に、そのユーザまたはグループに

対してメッセージ通知機能を有効にしてください。

Cisco Unity Express 設定モードで開始し、次のコマンドを使用してメッセージ通知を有効にします。

voicemail notification owner owner-id enable

ここで、owner-id はメッセージ通知機能の必要なユーザのユーザ名、またはグループのグループ名です。

The following example enables message notification for the subscriber user5 and the group 
sales:

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification owner user5 enable
se-10-0-0-0(config)# voicemail notification owner sales enable
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0#

次に、ユーザまたはグループの 1 つ以上のデバイスでメッセージ通知を設定します。

デバイスに対するメッセージ通知の設定
メッセージ通知用にデバイスを設定するには、次の手順に従ってください。

• 「電話機に対するメッセージ通知の設定」（P.228）

• 「数字用ポケットベルに対するメッセージ通知の設定」（P.231）

• 「電子メールに対するメッセージ通知の設定」（P.235）

• 「文字対応デバイスに対するメッセージ通知の設定」（P.239）
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
電話機に対するメッセージ通知の設定

この手順を使用すると、ユーザまたはグループの電話機に対してメッセージ通知を設定できます。

前提条件

ユーザまたはグループに対してメッセージ通知機能が有効になっている。「ユーザまたはグループに対

するメッセージ通知の有効化」（P.227）を参照してください。

この手順に必要なデータ

• 電話番号 

• 追加の番号（ある場合）

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

概略手順

1. username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
phonenumber phonenumber

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
phonenumber phonenumber

2. （オプション）username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | 
work-phone} extra-digits digits

または、

（オプション）groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | 
work-phone} extra-digits digits

3. username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} enable

4. username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
preference {all | urgent}

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
preference {all | urgent}

5. username username profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} schedule 
day day-of-week active from hh:mm to hh:mm

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | home-phone | work-phone} 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm

6. show voicemail notification owner owner-id profile 

7. show voicemail notification owner owner-id {cell-phone | home-phone | work-phone}
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 username username profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} phonenumber phonenumber
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} phonenumber phonenumber

例：

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone phonenumber 912225550150
se-10-0-0-0# username user4 profile vm-notif-profile 
home-phone phonenumber 912225550160
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone phonenumber 912225550165

メッセージ通知を電話機に送信するときに、シ

ステムがダイヤルする電話番号を指定します。

• username：ユーザ ID

• groupname：グループ ID

• phonenumber：デバイスの電話番号。電

話番号にはアクセス コードを含められま

す。有効な文字は数字の 0 ～ 9 です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• 電話番号が制限されている。

ステップ 2 username username profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} extra-digits digits
または、

groupname grouprname profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} extra-digits digits

例：

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone extra-digits 1234
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone extra-digits 7675

（オプション）発信通話の応答後にダイヤル

すべき追加の番号を入力します。

有効な値は、数字 0 ～ 9、ポンド記号または

ハッシュ記号（#）、アスタリスク（*）、およ

びプラス記号（+）です。プラス記号では、

番号に 1 秒間の休止が追加されます。番号の

大長は 64 文字です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 追加の番号が 64 文字を超えている。

• 追加の番号に許可されない文字が含まれ

ている。

ステップ 3 username username profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} enable
または、

groupname grouprname profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} enable

例：

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone enable
se-10-0-0-0# username user4 profile vm-notif-profile 
home-phone enable
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone enable

デバイスがメッセージ通知を受信できるよう

にします。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 電話機に電話番号が割り当てられていない。

• システム全体でメッセージ通知が無効に

なっている。
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
ステップ 4 username username profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} preference {all | urgent}
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} preference {all | urgent}

例：

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone all
se-10-0-0-0# username user4 profile vm-notif-profile 
home-phone preference urgent
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone preference all

通知を生成するメッセージのタイプを指定し

ます。

• all：すべてのメッセージで通知を生成し

ます。

• urgent：緊急メッセージだけで通知を生

成します。デフォルトは urgent です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体では urgent に設定されてい

るが、このコマンドで all に設定しよう

とした。

ステップ 5 username username profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile {cell-phone | 
home-phone | work-phone} schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone schedule day 2 active from 08:00 to 11:30
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone schedule day 2 active from 13:00 to 17:30
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone schedule day 3 active from 08:00 to 15:00
se-10-0-0-0# username user3 profile vm-notif-profile 
cell-phone schedule day 6 active from 09:00 to 13:30
se-10-0-0-0# username user4 profile vm-notif-profile 
home-phone schedule day 2 active from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone schedule day 3 active from 08:00 to 18:00
se-10-0-0-0# groupname sales profile vm-notif-profile 
work-phone schedule day 5 active from 08:00 to 20:00

このデバイスに対してメッセージ通知がアク

ティブになる日時を指定します。この操作で

は、指定したタイム スロットだけが変更さ

れ、他のタイム スロットは変更されません。

• day-of-week：有効な値は 1 ～ 7 で、1 は
日曜日、2 は月曜日の順になります。

• hh：有効な値は 00 ～ 24 です。開始時刻

と終了時刻には 24 時間時計を使用します。

• mm：有効な値は 00 または 30 です。

メッセージ通知をアクティブにする曜日およ

び時間ブロックごとに、この手順を繰り返し

ます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 開始時刻が終了時刻よりも遅い時刻に

なっている。

ステップ 6 show voicemail notification owner owner-id profile

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user3 
profile

ユーザまたはグループのメッセージ通知のス

テータスを表示します。

ステップ 7 show voicemail notification owner owner-id {cell-phone | 
home-phone | work-phone}

例：

se-10-0-0-0# show notification owner user3 cell-phone

ユーザまたはグループのデバイスの設定を表

示します。

コマンドまたは操作 目的
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
例

次の例は、show voicemail notification owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user3 profile

Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile

次の例は、show voicemail notification owner cell-phone コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user3 cell-phone

Profile: vm-notif-profile
Device: cell-phone
Enabled: yes
Preference: all
Phone/Email: 912225550150
Extra Digits: 1234
Schedule (active hours):

Sunday Inactive all day
Monday 08:00 to 11:30, 13:00 to 17:30
Tuesday 08:00 to 15:00
Wednesday Inactive all day
Thursday Inactive all day
Friday 09:00 to 13:30
Saturday Inactive all day

数字用ポケットベルに対するメッセージ通知の設定

この手順を使用すると、ユーザまたはグループの数字用ポケットベルに対してメッセージ通知を設定で

きます。

前提条件

ユーザまたはグループに対してメッセージ通知機能が有効になっている。「ユーザまたはグループに対

するメッセージ通知の有効化」（P.227）を参照してください。

この手順に必要なデータ

• 電話番号 

• 追加の番号（ある場合）

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

概略手順

1. username username profile vm-notif-profile num-pager phonenumber phonenumber

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager phonenumber phonenumber
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
2. （オプション）username username profile vm-notif-profile num-pager extra-digits digits

または、

（オプション）groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager extra-digits digits
3. username username profile vm-notif-profile num-pager enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager enable

4. username username profile vm-notif-profile num-pager preference {all | urgent}

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager preference {all | urgent}

5. username username profile vm-notif-profile num-pager schedule day day-of-week active from 
hh:mm to hh:mm

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager schedule day day-of-week active 
from hh:mm to hh:mm

6. show voicemail notification owner owner-id profile 

7. show voicemail notification owner owner-id num-pager

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 username username profile vm-notif-profile num-pager 
phonenumber phonenumber

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager 
phonenumber phonenumber

例：

se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager phonenumber 912225550150
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager phonenumber 912225550180

メッセージ通知を数字用ポケットベルに送信

するときに、システムがダイヤルする電話番

号を指定します。

• username：ユーザ ID。

• groupname：グループ ID。

• phonenumber：デバイスの電話番号。電

話番号にはアクセス コードを含められま

す。有効な文字は数字の 0 ～ 9 です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• 電話番号が制限されている。
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
ステップ 2 username username profile vm-notif-profile num-pager 
extra-digits digits

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager 
extra-digits digits

例：

se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager extra-digits 1234
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager extra-digits 8282

（オプション）発信通話の応答後にダイヤル

すべき追加の番号を入力します。

有効な値は、数字 0 ～ 9、ポンド記号または

ハッシュ記号（#）、アスタリスク（*）、およ

びプラス記号（+）です。プラス記号では、

番号に 1 秒間の休止が追加されます。番号の

大長は 64 文字です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 追加の番号が 64 文字を超えている。

• 追加の番号に許可されない文字が含まれ

ている。

ステップ 3 username username profile vm-notif-profile num-pager 
enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager 
enable

例：

se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager enable
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager enable

デバイスがメッセージ通知を受信できるよう

にします。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 数字用ポケットベルに電話番号が割り当

てられていない。

• システム全体でメッセージ通知が無効に

なっている。

ステップ 4 username username profile vm-notif-profile num-pager 
preference {all | urgent}
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager 
preference {all | urgent}

例：

se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager all
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager urgent

通知を生成するメッセージのタイプを指定し

ます。

• all：すべてのメッセージで通知を生成し

ます。

• urgent：緊急メッセージだけで通知を生

成します。デフォルトは urgent です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体では urgent に設定されてい

るが、このコマンドで all に設定しよう

とした。

コマンドまたは操作 目的
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
例

次の例は、show voicemail notification owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user5 profile

Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile

次の例は、show voicemail notification owner num-pager コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner techs num-pager

Profile: vm-notif-profile
Device: num-pager
Enabled: yes
Preference: urgent
Phone/Email: 912225550180
Extra Digits: 8282
Schedule (active hours):

Sunday Inactive all day
Monday 08:00 to 17:00

ステップ 5 username username profile vm-notif-profile num-pager 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile num-pager 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 2 active from 08:00 to 11:30
se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 2 active from 13:00 to 17:30
se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 3 active from 08:00 to 15:00
se-10-0-0-0# username user5 profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 6 active from 09:00 to 13:30
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 2 active from 08:00 to 17:00
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 4 active from 08:00 to 12:00
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 4 active from 13:30 to 20:00
se-10-0-0-0# groupname techs profile vm-notif-profile 
num-pager schedule day 6 active from 08:00 to 15:00

このデバイスに対してメッセージ通知がアク

ティブになる日時を指定します。この操作で

は、指定したタイム スロットだけが変更さ

れ、他のタイム スロットは変更されません。

• day-of-week：有効な値は 1 ～ 7 で、1 は
日曜日、2 は月曜日の順になります。

• hh：有効な値は 00 ～ 24 です。開始時刻

と終了時刻には 24 時間時計を使用します。

• mm：有効な値は 00 または 30 です。

メッセージ通知をアクティブにする曜日およ

び時間ブロックごとに、この手順を繰り返し

ます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 開始時刻が終了時刻よりも遅い時刻に

なっている。

ステップ 6 show voicemail notification owner owner-id profile

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user5 
profile

ユーザまたはグループのメッセージ通知のス

テータスを表示します。

ステップ 7 show voicemail notification owner owner-id num-pager

例：

se-10-0-0-0# show notification owner techs num-pager

ユーザまたはグループのデバイスの設定を表

示します。

コマンドまたは操作 目的
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
Tuesday Inactive all day
Wednesday 08:00 to 12:00, 13:30 to 20:00
Thursday Inactive all day
Friday 08:00 to 15:00
Saturday Inactive all day

電子メールに対するメッセージ通知の設定

この手順を使用すると、ユーザまたはグループの電子メール受信ボックスに対してメッセージ通知を設

定できます。

前提条件

ユーザまたはグループに対してメッセージ通知機能が有効になっている。「ユーザまたはグループに対

するメッセージ通知の有効化」（P.227）を参照してください。

この手順に必要なデータ

• 電子メール アドレス

• 電子メール通知へのボイス メッセージ添付のステータス

• メッセージ テキスト

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

概略手順

1. username username profile vm-notif-profile email address email-address

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email address email-address

2. username username profile vm-notif-profile email enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email enable

3. （オプション）username username profile vm-notif-profile email attach

または、

（オプション）groupname groupname profile vm-notif-profile email attach
4. username username profile vm-notif-profile email preference {all | urgent}

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email preference {all | urgent}

5. username username profile vm-notif-profile email schedule day day-of-week active from hh:mm 
to hh:mm

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email schedule day day-of-week active from 
hh:mm to hh:mm
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メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
6. username username profile vm-notif-profile email text email-text

または、

groupname grouprname profile vm-notif-profile email text email-text

7. show voicemail notification owner owner-id profile 

8. show voicemail notification owner owner-id email 

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 username username profile vm-notif-profile email address 
email-address

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email address 
email-address

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
address user6@company.com
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
address mgrs@company.com

メッセージ通知を受信するための、ユーザま

たはグループの電子メール アドレスを設定し

ます。

• username：ユーザ ID。

• groupname：グループ ID。

• email-address：ユーザの電子メール ア
ドレス。電子メール アドレスの英数字の

大数は 129 文字です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• 電子メール アドレスが 129 文字を超えて

いる。

ステップ 2 username username profile vm-notif-profile email enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email enable

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
enable
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
enable

デバイスがメッセージ通知を受信できるよう

にします。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体でメッセージ通知が無効に

なっている。

• SMTP サーバが設定されていない。
236
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

メッセージ通知の設定

デバイスに対するメッセージ通知の設定
ステップ 3 username username profile vm-notif-profile email attach

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email attach

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
attach
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
attach

発信電子メール通知にボイス メッセージを添

付できるようにします。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 電子メールへの添付がシステム全体で無

効になっているが、このコマンドで有効

にしようとした。

ステップ 4 username username profile vm-notif-profile email text 
email-text

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email text 
email-text

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
text “Sales meeting scheduled for 05/26/06 2:00 pm main 
office room A”
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
text “1Q06 reports due Friday by noon”

発信電子メール メッセージに添付されるテキ

ストを設定します。

email-text には、疑問符（?）以外のすべての

英数字を使用できます。メッセージの 大長

は 128 文字です。メッセージは二重引用符

（" "）で囲みます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• テキスト メッセージが 128 文字を超えて

いる。

ステップ 5 username username profile vm-notif-profile email 
preference {all | urgent}
または、

groupname grouprname profile vm-notif-profile email 
preference {all | urgent}

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
preference urgent
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notify-profile 
email preference all

通知を生成するメッセージのタイプを指定し

ます。

• all：すべてのメッセージで通知を生成し

ます。

• urgent：緊急メッセージだけで通知を生

成します。デフォルトは urgent です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体では urgent に設定されてい

るが、このコマンドで all に設定しよう

とした。

コマンドまたは操作 目的
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
例

次の例は、show voicemail notification owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner mgrs profile

Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile

次の例は、show voicemail notification owner email コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user6 email

Profile: vm-notif-profile
Device: email
Enabled: yes
Preference: all
Email: mgrs@company.com
Attach VM: yes
Schedule (active hours):

Sunday Inactive all day
Monday 08:00 to 11:30, 13:00 to 17:30

ステップ 6 username username profile vm-notif-profile email schedule 
day day-of-week active from hh:mm to hh:mm
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile email 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
schedule day 2 active from 08:00 to 11:30
se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
schedule day 2 active from 13:00 to 17:30
se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
schedule day 3 active from 08:00 to 15:00
se-10-0-0-0# username user6 profile vm-notif-profile email 
schedule day 6 active from 09:00 to 13:30
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
schedule day 2 active from 08:30 to 18:00
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
schedule day 3 active from 12:00 to 18:00
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
schedule day 4 active from 09:00 to 15:00
se-10-0-0-0# groupname mgrs profile vm-notif-profile email 
schedule day 5 active from 07:00 to 17:00

このデバイスに対してメッセージ通知がアク

ティブになる日時を指定します。この操作で

は、指定したタイム スロットだけが変更さ

れ、他のタイム スロットは変更されません。

• day-of-week：有効な値は 1 ～ 7 で、1 は
日曜日、2 は月曜日の順になります。

• hh：有効な値は 00 ～ 24 です。開始時刻

と終了時刻には 24 時間時計を使用します。

• mm：有効な値は 00 または 30 です。

メッセージ通知をアクティブにする曜日およ

び時間ブロックごとに、この手順を繰り返し

ます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 開始時刻が終了時刻よりも遅い時刻に

なっている。

ステップ 7 show voicemail notification owner owner-id profile

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user6 
profile

ユーザまたはグループのメッセージ通知のス

テータスを表示します。

ステップ 8 show voicemail notification owner owner-id email

例：

se-10-0-0-0# show notification owner mgrs email

ユーザまたはグループのデバイスの設定を表

示します。

コマンドまたは操作 目的
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
Tuesday 08:00 to 15:00
Wednesday Inactive all day
Thursday Inactive all day
Friday 09:00 to 13:30
Saturday Inactive all day

文字対応デバイスに対するメッセージ通知の設定

この手順を使用すると、ユーザまたはグループの文字対応デバイスに対してメッセージ通知を設定でき

ます。

前提条件

ユーザまたはグループに対してメッセージ通知機能が有効になっている。「ユーザまたはグループに対

するメッセージ通知の有効化」（P.227）を参照してください。

この手順に必要なデータ

• 電子メール アドレス

• メッセージ テキスト

• 通知設定

• 通知がアクティブになる日時

概略手順

1. username username profile vm-notif-profile text-pager address email-address

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager address email-address

2. username username profile vm-notif-profile text-pager enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager enable

3. username username profile vm-notif-profile text-pager preference {all | urgent}

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager preference {all | urgent}

4. username username profile vm-notif-profile text-pager schedule day day-of-week active from 
hh:mm to hh:mm

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager schedule day day-of-week active from 
hh:mm to hh:mm

5. username username profile vm-notif-profile text-pager text email-text

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager text email-text

6. show voicemail notification owner owner-id profile 

7. show voicemail notification owner owner-id text-pager 
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 username username profile vm-notif-profile text-pager 
address email-address

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager 
address email-address

例：

se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager address user3@company.com
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager address pubrel@mycompany.com

メッセージ通知を受信するための、ユーザの

電子メール アドレスを設定します。

• username：ユーザ ID。

• groupname：グループ ID。

• email-address：ユーザの電子メール ア
ドレス。電子メール アドレスの英数字の

大数は 129 文字です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• 電子メール アドレスが 129 文字を超えて

いる。

ステップ 2 username username profile vm-notif-profile text-pager 
enable

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager 
enable

例：

se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager enable
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager enable

デバイスがメッセージ通知を受信できるよう

にします。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体でメッセージ通知が無効に

なっている。

• SMTP サーバが設定されていない。

ステップ 3 username username profile vm-notif-profile text-pager text 
email-text

または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager 
text email-text

例：

se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager text “Sales meeting scheduled for 05/26/06 2:00 
pm main office room A”
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager text “Account collaterals due tomorrow by 9 am”

発信する文字対応デバイスへのメッセージに

添付されるテキストを設定します。

email-text には、疑問符（?）以外のすべての

英数字を使用できます。メッセージの 大長

は 128 文字です。メッセージは二重引用符

（" "）で囲みます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• テキスト メッセージが 128 文字を超えて

いる。
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デバイスに対するメッセージ通知の設定
ステップ 4 username username profile vm-notif-profile text-pager 
preference {all | urgent}
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager 
preference {all | urgent}

例：

se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager preference urgent
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager preference all

通知を生成するメッセージのタイプを指定し

ます。

• all：すべてのメッセージで通知を生成し

ます。

• urgent：緊急メッセージだけで通知を生

成します。デフォルトは urgent です。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• システム全体では urgent に設定されてい

るが、このコマンドで all に設定しよう

とした。

ステップ 5 username username profile vm-notif-profile text-pager 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm
または、

groupname groupname profile vm-notif-profile text-pager 
schedule day day-of-week active from hh:mm to hh:mm

例：

se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 2 active from 08:00 to 11:30
se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 2 active from 13:00 to 17:30
se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 3 active from 08:00 to 15:00
se-10-0-0-0# username user7 profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 6 active from 09:00 to 13:30
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 2 active 08:30 to 12:00
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 3 active 09:00 to 17:00
se-10-0-0-0# groupname pubrel profile vm-notif-profile 
text-pager schedule day 5 active 13:00 to 18:00

このデバイスに対してメッセージ通知がアク

ティブになる日時を指定します。この操作で

は、指定したタイム スロットだけが変更さ

れ、他のタイム スロットは変更されません。

• day-of-week：有効な値は 1 ～ 7 で、1 は
日曜日、2 は月曜日の順になります。

• hh：有効な値は 00 ～ 24 です。開始時刻と

終了時刻には 24 時間時計を使用します。

• mm：有効な値は 00 または 30 です。

メッセージ通知をアクティブにする曜日およ

び時間ブロックごとに、この手順を繰り返し

ます。

次の場合はシステム メッセージが表示されます。

• ユーザ名またはグループ名が存在しない。

• ユーザまたはグループがメールボックス

を持っていない。

• プロファイルが存在しない。

• 開始時刻が終了時刻よりも遅い時刻に

なっている。

ステップ 6 show voicemail notification owner owner-id profile

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user7 
profile

ユーザまたはグループのメッセージ通知のス

テータスを表示します。

ステップ 7 show voicemail notification owner owner-id text-pager

例：

se-10-0-0-0# show notification owner pubrel text-pager

ユーザまたはグループのデバイスの設定を表

示します。

コマンドまたは操作 目的
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カスケード メッセージ通知
例

次の例は、show voicemail notification owner コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner user7 profile
Message notification: enabled
Profile: vm-notif-profile

次の例は、show voicemail notification owner text-pager コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner pubrel text-pager

Profile: vm-notif-profile
Device: text-pager
Enabled: yes
Preference: all
Email: pubrel@company.com
Schedule (active hours):

Sunday Inactive all day
Monday 08:30 to 12:00
Tuesday 09:00 to 17:00
Wednesday Inactive all day
Thursday Inactive all day
Friday 13:00 to 18:00
Saturday Inactive all day

カスケード メッセージ通知 
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.242）

• 「カスケード メッセージ通知の設定」（P.244）

概要

リリース 3.0 以降では、2.3(1) で導入された従来のメッセージ通知機能が拡張され、次の操作が可能に

なりました。

• 受信者に一連のカスケード通知を設定する。

• システム内の他のローカル ユーザに対して通知をカスケードする方法を決める、タイムベースの

ルールをユーザが定義できる。

たとえば、ユーザ A は次のカスケード ルールを設定できます。

• メールボックスにある新規メッセージが、到着後 15 分間経過しても聞かれていない場合は、通知

をユーザ B に送信する。

• 新規メッセージが、到着後 30 分間経過しても聞かれていない場合は、通知をユーザ C に送信する。

このシナリオでは、月曜日の午後 1:00 にメッセージがユーザ A に送信され、ユーザ A がそのメッセー

ジを午後 1:15 まで聞かないでいると、ユーザ B に通知が送信されます。Cisco Unity Express は、月曜

日の午後 1:15 にユーザ B のデバイスで通知の受信がアクティブになっているかどうかを判定し、ユー

ザ B のアクティブなすべてのデバイスに対して通知通話を行います。ユーザには、ユーザ A からユー

ザ B に通知がカスケードされると、ボイス プロンプトが聞こえます。ユーザ A が午後 1:30 になっても

このメッセージを聞いていない場合、ユーザ C のアクティブなすべてのデバイスに対して通知が送信

されます。
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カスケード メッセージ通知
通知がターゲットにカスケードする場合、カスケードされた通知を聞くユーザは、メールボックスから

のカスケードを無効にすることも、自分のプロファイルの中で通知機能を無効にすることもできます。

前述の例で、ユーザ B がユーザ A のメールボックスからのカスケードを無効にすると、該当するすべ

てのメッセージがユーザ A のメールボックスに残ります。これは、ユーザ B へのカスケードがリモー

トで無効になったためです。

ユーザ B がユーザ B 自身のデバイスへの通知を無効にすると、ユーザ B の通知プロファイルが変更さ

れて、そのデバイスへの通知が無効になります。デバイスへの通知がリモートで無効になったために、

メッセージがユーザ B のメールボックスに残ります。

設定可能なオプション 

システム設定

この機能は、システム レベルだけで有効または無効にできます。デフォルトでは、この機能が無効に

なっています。有効にする際は、メッセージ通知機能をシステム レベルで有効にする必要があります。

無効から有効に変更すると、個別にカスケード設定が設定されているすべてのユーザに対して、カス

ケードが有効になります。カスケード機能を無効にしても、ユーザがカスケード用に定義したルールは

削除されません。

ユーザ設定

ユーザは、カスケード機能が有効か無効かにかかわらず、カスケード ルールを設定できます。カス

ケード機能を設定するには、ユーザが次の項目を使用してルールを設定する必要があります。

• ターゲット ユーザ（UserId または gdmId）：カスケード通知に使用されるユーザ ID または GDM 
ID です。

• 時間（分）：この時間が経過するまでメッセージが聞かれなかった場合に、ユーザまたは GDM に
通知されます。この時間は、元のメッセージを受信した時刻から計算されます。指定可能な 小時

間は 5 分間で、 大時間は 1440 分間（24 時間）です。

ユーザは、このようなルールを 大 2 つ設定できます。ユーザが複数のルールを設定する場合は、2 つ
のルールのターゲット ID と時間を異なったものにする必要があります。

制限と条件

この機能には、次の制限と条件があります。

• 次のいずれかの場合に、通知のカスケードが停止されます。

– メッセージが保存または削除された。

– 後のカスケード ルールが実行された。

• この機能は、個人用メールボックスと共用メールボックスの両方に対して使用できます。

• 通知が送信されるのはローカル ユーザだけです。リモート ユーザまたは外部ユーザは、カスケー

ド先として選択できません。

• ターゲット ユーザのスケジュールは、通知のカスケードに使用されます。

• この機能は、次のいずれかで有効または無効にできます。

– システム管理者がシステム レベルで設定。

デフォルトでは、この機能が無効になっています。この機能を有効にするには、その前にメッ

セージ通知機能をシステム レベルで有効にする必要があります。ユーザがカスケード用に定

義したルールは、この機能をシステム レベルで無効にしても削除されません。
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メッセージ通知の設定

カスケード メッセージ通知
– カスケード通知を聞くユーザが設定。

設定するには、指定したメールボックスから受信するカスケード通知を無効にするか、自分の

プロファイルで通知機能を無効にします。

• ユーザごとに、 大 2 つの通知カスケード ルールを設定できます。

• 同じユーザに対して 2 つの通知カスケード ルールを設定する場合は、その 2 つのルールのター

ゲット ID と時間を別にする必要があります。

• プライベート メッセージおよびブロードキャスト メッセージに対しては、通知のカスケードが行

われません。

• 通知がターゲット ユーザにカスケードされると、そのターゲット ユーザのプロファイルでアク

ティブなすべてのデバイスが通知を受信します。

• 数字用ポケットベルの場合、この通知は通常の通知と同じです。

カスケードされた通知と通常の通知は区別できません。

• 電子メールと文字対応デバイスの場合、カスケードされた通知の形式は通常の通知と同じですが、

[Message For:] フィールドを使用することで、カスケードされた通知の電子メールを区別できま

す。

通常の通知では、このフィールドにユーザ自身の内線番号または ID が入りますが、カスケードさ

れた通知では、別の内線番号またはユーザ ID が入ります。

• 通知のカスケード動作は、ターゲット ユーザのメッセージ通知プロファイルに基づいたものにな

ります。

たとえば、次のようになります。

– ユーザ A は、すべての緊急メッセージをユーザ B にカスケードするよう設定されている。

– ユーザ B は、すべてのメッセージに対して通知が設定されている。

この場合、メッセージ通知のカスケードは、ユーザ A のメールボックスに受信した緊急メッセー

ジだけでなく、すべてのメッセージに対して生成されます。

• Cisco VoiceView Express ではこの機能を使用できません。

カスケード メッセージ通知の設定 

前提条件

• Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

• この機能はシステム レベルで有効にする必要があります。

• 指定した内線番号でこの機能の使用を制限する場合は、「規制テーブルの設定」（P.357）で説明す

る規制テーブルを設定する必要があります。

この手順に必要なデータ

この手順には、通知のカスケード先となるユーザとグループの ID が必要です。

概略手順

1. config t

2. voicemail notification cascading enable

3. voicemail msg-notification restriction-table table-name

4. end
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メッセージ通知の設定

カスケード メッセージ通知
5. [username | groupname] [user-id | group-id] notification cascade-to user-id after minutes

6. （オプション）show voicemail notification

7. （オプション）show voicemail notification owner owner-id profile

8. （オプション）show voicemail msg-notification restriction-table

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail notification cascading enable

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail notification 
cascading enable

メッセージ通知のカスケード機能をシステム レベル

で有効にします。

ステップ 3 voicemail msg-notification restriction-table 
table-name

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail msg-notification 
restriction-table msg-notifc-r-table

規制テーブルをメッセージ通知機能と関連付けます。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 [username | groupname] [user-id | group-id] 
notification cascade-to user-id after minutes

例：

se-10-0-0-0# [username | groupname] user2 
notification cascade-to user4 after 10

通知のカスケードのルールを定義します。このコマ

ンドには、次の 3 つの入力があります。

• 設定するカスケード元となるユーザ / グループ

の ID

• カスケード先となるユーザの ID 

• 通知をカスケードするまでの時間

ステップ 6 show voicemail notification

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification 

（オプション）通知のカスケード機能のステータスを

表示します。

ステップ 7 show voicemail notification owner owner-id profile

例：

se-10-0-0-0# show voicemail notification owner smith 
profile

（オプション）特定のユーザ / グループのメッセージ

通知プロファイルの詳細を表示します。

ステップ 8 show voicemail msg-notification restriction-table

例：

se-10-0-0-0# show voicemail msg-notification 
restriction-table

（オプション）メッセージ通知機能と関連付けられた

規制テーブルを表示します。
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メッセージ通知の設定

カスケード メッセージ通知
246
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

VoiceView Express の設定

この章では、Cisco Unity Express で VoiceView Express を設定する手順について説明します。次の項

で構成されています。

• 「VoiceView Express の概要」（P.247）

• 「VoiceView Express の設定」（P.249）

• 「電話認証サービスの設定」（P.251）

この機能を GUI から設定するには、[Voice Mail] > [VoiceView Express] オプションを使用します。

VoiceView Express の概要
VoiceView Express 機能を使用すると、ボイスメール ユーザは Cisco IP Phone のディスプレイおよび

ソフト キーから、メッセージの参照、聞き取り、送信、およびボイスメール メッセージの管理を行う

ことができます。この機能は、Telephone User Interface（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）に代

わって一般的なタスクを行います。

VoiceView Express は Cisco Unified Communications Manager Express システムおよび Cisco Unified 
Communications Manager システムに使用できます。VoiceView は、Cisco Unified Communications 
Manager の SRST モードで使用できません。

VoiceView Express をサポートしているのは、Cisco IP Phone の 7940（G）、7960（G）、7921（US お
よび UK の英語に限る）、7925、7941、7961、7942、7962、7945、7965、7975、7970、7971、
3911/51、SPA 941、SPA 942、SPA 525、および 521/524g です。電話機のサポートは、使用している 
Cisco Unity Express のバージョンとコール制御アプリケーションのバージョンによって異なる場合が

あります。

VoiceView Express は、デフォルトで有効になっています。

VoiceView Express 機能の詳しい使用方法については、『Cisco Unity Express VoiceView Express Quick 
Start Guide Release 3.2』を参照してください。

VoiceView Express セッションの数

同時に実行できる VoiceView Express セッションの 大数は、使用しているネットワーク モジュール

のサイズと Cisco Unity Express のリリース バージョンによって決まります。同時にサポートされる 
VoiceView Express セッションの数は、Cisco Unity Express ハードウェア モジュールとそのバージョンに

よって決まります。ご使用のハードウェアでサポートされる VoiceView Express セッションの数を調べる

には、使用している Cisco Unity Express リリース バージョンのリリース ノートを参照してください。
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VoiceView Express の設定

VoiceView Express の概要
VoiceView Express セッションの数は、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）セッションと

は別にカウントされます。

ユーザが VoiceView Express ボイス メッセージまたはグリーティングを聞き取るか録音している場合、

システムはセッションを VoiceView Express セッションおよび TUI セッションとしてカウントします。

ユーザが VoiceView Express の電話画面でボイス メッセージを参照している場合、システムはその

セッションを VoiceView Express セッションとしてカウントします。

VoiceView Express 用の Cisco Unified Communications Manager の
設定

Cisco Unified Communications Manager で設定する VoiceView Express サービスの URL は、

http://Cisco-Unity-Express-hostname/voiceview/common/login.do にする必要があります。

Cisco Unified Communications Manager 管理者は、VoiceView Express を使用するよう設定されたすべ

ての電話機が、Cisco Unity Express に設定された JTAPI ユーザによって所有されるようにする必要が

あります。VoiceView Express は JTAPI のユーザ名とパスワードを使用して、信頼できる電話クライア

ントになります。電話機に VoiceView Express サービスを追加するには、次の手順を使用します。

1. IP Phone サービスの作成：Cisco Unified Communications Manager の管理画面で、[Feature] > 
[Cisco IP Phone Services] をクリックします。[Add a New IP Phone Service] をクリックします。

ボイスメール ユーザを電話機の画面に表示する名前を入力します。ユーザが VoiceView Express 
に登録するときに、ユーザの電話機のメッセージ上に表示する説明を入力します。上記の IP 
Phone サービスの URL を入力します。[Insert] をクリックします。

2. 電話機への IP Phone サービスの追加：Cisco Unified Communications Manager システムで電話機

を検索します。その電話機をクリックし、電話機の設定ページを開きます。画面の右上隅にある 
[Subscribe/Unsubscribe Services] をクリックします。ドロップダウン メニューで、上記で作成し

た IP Phone サービス名を探します。[Continue] をクリックします。[Subscribe] をクリックしま

す。

3. JTAPI ユーザへの電話機の割り当て：JTAPI ユーザの設定ページを表示します。[Device 
Association] をクリックします。電話機を制御対象デバイスとして関連付けます。

4. VoiceView Express サービスを必要とする各電話機に対して、手順 2 と 3 を繰り返します。

VoiceView Express 用の Cisco Unified Communications Manager 
Express の設定

Authentication Manager は、IP Phone タスクの認証要求を処理するネットワーク サーバです。IP 
Phone は、電話機の登録プロセスの中で認証サーバの URL を学習します。

Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME）には認証サーバがありません。

Cisco Unity Express は、VoiceView Express のプライマリ認証サーバとして動作する認証サーバを起動

します。

Cisco Unified CME 管理者は、Cisco Unified CME 認証サーバの URL が Cisco Unity Express 認証サー

バを指すようにする必要があります。必要とされる Cisco Unified CME コマンド構文は、使用してい

る Cisco Unity Express のバージョンで異なります。詳細については、「電話認証サービスの設定」

（P.251）を参照してください。

（注） URL の設定をアクティブにするには、電話機を再起動する必要があります。
248
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

VoiceView Express の設定

VoiceView Express の設定
セッションの終了

管理者は、VoiceView Express セッションがアイドル状態を継続可能な 大時間（分）を設定できま

す。このタイムアウトはシステム全体に適用されるパラメータであり、個々のユーザまたはグループに

対して設定できません。1 セッションのデフォルトの限度は 5 分間です。

アクティブな VoiceView Express セッションは、次のシナリオの場合に終了します。

• 新しい TUI セッションまたは VoiceView Express セッションは、既存の VoiceView Express セッ

ションよりも優先され、既存のセッションが終了します。

• アクティブな VoiceView Express セッションは、Cisco Unity Express EXEC モードで CLI コマン

ドの service voiceview session terminate mailbox-id を使用して終了できます。詳細については、

「アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監視」（P.400）を参照してください。

VoiceView Express の設定
システム全体の VoiceView Express パラメータを設定するには、次の手順を使用します。

VoiceView Express は、デフォルトで有効になっています。

前提条件

• Cisco Unified Communications Manager システムの場合：VoiceView Express を使用するよう設定

されたすべての電話機が、Cisco Unity Express で設定された JTAPI ユーザによって所有されるよ

うにします。

• Cisco Unified Communications Manager Express システムの場合：Cisco Unified Communications 
Manager Express 認証サーバ URL が Cisco Unity Express を指すようにしてください。

この手順に必要なデータ

システムがセッションを切断するまでの、VoiceView Express セッションが非アクティブ状態となる分数。

概略手順

1. config t

2. service voiceview

3. enable

4. session idletimeout minutes

5. end

6. exit

7. （オプション）show voiceview configuration

8. （オプション）show voiceview sessions
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VoiceView Express の設定
詳細手順

例

次の例は、show voiceview configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voiceview configuration
Phone service URL:       http://<CUE-hostname>/voiceview/common/login.do
Enabled:                 Yes
Idle Timeout (minutes): 10

次の例は、show voiceview sessions コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voiceview sessions

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 service voiceview

例：
se-10-0-0-0(config)# service voiceview

VoiceView Express 設定モードを開始します。

ステップ 3 enable

例：

se-10-0-0-0(config-voiceview)# enable

Cisco Unity Express システムのサービスを受けるすべ

てのユーザに対して、VoiceView Express 機能を有効に

します。デフォルトの状態では有効になっています。

ステップ 4 session idletimeout minutes

例：

se-10-0-0-0(config-voiceview)# session 
idletimeout 10

VoiceView Express セッションがアイドル状態を継続可

能な時間（分）を指定します。この 大値に達すると、

セッションは自動的に切断されます。有効な値は 5 ～ 
30 分間です。デフォルトは 5 分間です。

ステップ 5 end

例：

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

VoiceView Express 設定モードを終了します。

ステップ 6 end

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 7 show voiceview configuration

例：

se-10-0-0-0# show voiceview configuration

（オプション）VoiceView Express の設定パラメータを

表示します。

ステップ 8 show voiceview sessions

例：

se-10-0-0-0# show voiceview sessions

（オプション）アクティブなすべての VoiceView 
Express セッションを表示します。
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電話認証サービスの設定
Mailbox RTP User ID Phone MAC Address
1013 Yes user1 0015.C68E.6C1E
1016 No user5 0015.629F.8706
1015 No user3 0015.63EE.3790
1014 Yes user6 0015.629F.888B
1009  No user9 0015.6269.57D2
1012 No user10 0016.4676.4FCA
1001 No user8 0009.B7F7.5703
1004 Yes user11 000C.30DE.5EA8

8 session(s)
3 active RTP stream(s)

電話認証サービスの設定
Cisco Unity Express リリース 7.0 以前の認証サービスでは、ボイス メッセージおよびグリーティング

の再生時と録音時に、IP Phone からの VoiceView Express 認証要求だけを処理していました。音声ス

トリームに必要なその他の IP Phone アプリケーションに対する認証サービスは存在しませんでした。

リリース 7.0 から、電話認証サービスは IOS の一部として提供されるようになりました。この認証サー

ビスは、IOS の一部としてネットワーク上のすべての電話サービス アプリケーションで使用されます。

リリース 7.0 では、Cisco Unified CME はプライマリ認証サーバとして動作します。

リリース 7.0 以降の前提条件

Cisco Unified CME では、次のように設定する必要があります。

• 次のコマンドを使用して、認証サービスの URL を設定する。

url authentication http://cme-ip-address/CCMCIP/authenticate.asp

• 次のコマンドを使用して、認証のユーザ名およびパスワードを設定する。

authentication credential username password

ユーザ名およびパスワードは、次の項の手順で設定するユーザ名およびパスワードと一致する必要

があります。

リリース 3.2 以降の前提条件

Cisco Unified CME では、次のコマンドを使用して認証サービスの URL を設定する必要があります。

url authentication http://cue-ip-address/voiceview/authentication/authenticate.do

概略手順

1. config t

2. site name local 

3. phone-authentication username username password password

4. end

5. show phone-authentication configuration
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VoiceView Express セッションの表示と終了
詳細手順

例

次の例は、show phone-authentication configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show phone-authentication configuration

Authentication service URL: http://<CUE-hostname>/voiceview/authentication/authenticate.do
Authentication Fallback Server URL: http://172.16.10.10/auth-server/authenticate.asp

VoiceView Express セッションの表示と終了
アクティブな VoiceView Express セッションを終了する方法については、「アクティブな IMAP および 
VoiceView Express セッションの監視」（P.400）を参照してください。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 site name local

例：

se-10-0-0-0(config)# site name local

Cisco Unified CME サイトを設定し、サイト設定モード

を開始します。

ステップ 3 phone-authentication username username password 
password

例：

se-10-0-0-0(config-site)# phone-authentication 
username user-8 password mypass

認証のユーザ名およびパスワードを設定します。

ステップ 4 end

例：

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

認証モードを終了します。

ステップ 5 show phone-authentication configuration

例：

se-10-0-0-0# show phone-authentication 
configuration

（オプション）VoiceView Express の認証パラメータを

表示します。
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この章では、ローカル Cisco Unity Express ボイスメール システムにネットワーキング機能を設定する

手順について説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco Unity Express のネットワーキングの概要」（P.253）

• 「ネットワーク ロケーションの設定」（P.255）

• 「ネットワーク ロケーションの無効化」（P.261）

• 「ネットワーク ロケーションの音声名のダウンロードとアップロード」（P.263）

• 「ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの追加」（P.264）

• 「リモート ユーザの音声名のダウンロードとアップロード」（P.270）

• 「ロケーションへの vCard 情報の設定」（P.271）

• 「LRU キャッシュの設定」（P.273）

• 「ネットワーク ロケーションのブロードキャスト メッセージ VPIM ID の設定」（P.275）

Cisco Unity Express のネットワーキングの概要
Cisco Unity Express では、同一のルータまたはサーバ上に配置されていない Cisco Unity Express と 
Cisco Unity のボイスメール システム間でボイスメール メッセージのネットワーキングを可能にする 
Voice Profile for Internet Mail（VPIM）バージョン 2 プロトコルがサポートされています。ボイスメー

ル システムは、Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications 
Manager Express の通話制御プラットフォーム上に常駐できます。サポート対象となるボイスメールの

ネットワーク構成には、次のものがあります。

• Cisco Unity Express から Cisco Unity Express へ

• Cisco Unity Express から Cisco Unity へ

• Cisco Unity から Cisco Unity Express へ

Cisco Unity Express が各リモート ロケーションにインストールされ、設定されている必要があります。

Cisco Unity 4.0.4 がサポートされています。Cisco Unity に VPIM ネットワーキングを設定する必要が

あります。設定項目には、Cisco Unity のプライマリ ロケーションや、リモート Cisco Unity Express 
ロケーションの配信ロケーションなどがあります。詳細については、「その他のリファレンス」（P.39）
を参照してください。
253
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

Cisco Unity Express のネットワーキング

Cisco Unity Express のネットワーキングの概要
リモート アドレス指定のタイプ

CiscoUnityExpress では、次のタイプのリモート アドレス指定がサポートされています。

• ブラインド アドレス

• 音声名の確認

ブラインド アドレス

ユーザは、リモート ロケーションの別のユーザにメッセージを送信できます。このロケーションは、

ローカル（送信者の）システムで設定する必要があります。送信者は、リモート システムのロケーショ

ン ID と、リモート ロケーションでの受信者の内線番号を使用してメッセージをアドレス指定します。

リモート ユーザにメッセージを送信する場合、送信者には、受信者の名前または内線番号の確認は再

生されません。これはブラインド アドレスです。

リモート ユーザの音声名の確認

管理者は、既存のリモート ロケーションのユーザに対して、ローカル Cisco Unity Express ディレクト

リにユーザ ID と内線番号を割り当てることができます。また、管理者またはその他の特権ユーザは、

Administration via Telephone（AvT）機能を使用して、これらのユーザの音声名を録音できます。

ローカル システムで vCard 情報が有効になっている場合は、着信する vCard 情報によって、ローカル 
システムのリモート ユーザ情報が更新されます。vCard 情報には、リモート ユーザの名、姓、および

音声名が含まれることがあります。この情報は、Least Recently Used（LRU; 低使用頻度）キャッ

シュに保存されます。

ローカル システムの送信者は、名前を入力してダイヤルするか、内線番号を入力してダイヤルするこ

とにより、リモート ユーザに対してメッセージをアドレス指定できます。受信者の音声名を録音した

場合、送信者には、確認として音声名が再生されます。受信者がローカル ディレクトリに存在せず、

LRU キャッシュに存在する場合、送信者には確認として LRU キャッシュ情報が再生されます。リモー

ト ユーザがディレクトリまたはキャッシュにない場合、送信者は受信者のロケーション ID と内線番号

を受信します。

配信通知

Cisco Unity Express では、次のタイプのメッセージ配信通知がサポートされています。

• Non-Delivery Receipt（NDR）

• Delayed Delivery Receipt（DDR）

Non-Delivery Receipt（NDR）

6 時間を経過してもシステムからリモート サイトにメッセージを配信できない場合、ローカルの送信者

は、メッセージが送信されなかったこと、またはメッセージが受信者のメールボックスに配信されな

かったことを示す Non-Delivery Receipt（NDR; 不達確認）を受信します。

これは配信不能の理由を示しています。配信不能の理由が、受信者のメールボックスが一杯になってい

る、存在していない、または使用不可になっている、のいずれかである場合は、配信不能メッセージに

送信者の元のメッセージが含まれます。送信者は NDR を再生したときに、宛先を再指定して元のメッ

セージを再送信するか、メッセージを削除することができます。

各 NDR は、送信者のメールボックス容量に対してカウントされます。
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Delayed Delivery Receipt（DDR）

60 分を経過しても元のメッセージが配信されない場合、Cisco Unity Express では、ローカル送信者の

メールボックスに Delayed Delivery Receipt（DDR）が送信されます。NDR とは異なり、DDR は元の

メッセージを添付として含まず、送信者のメールボックスの容量に対してカウントされることはありま

せん。

DDR は保存できず、削除することだけができます。

システムが送信者のメールボックスに格納する DDR は、特定のメッセージにつき 1 つだけです。送信

者は、同じメッセージの 新の DDR を受信するには、既存の DDR を削除する必要があります。

ネットワーク ロケーションの設定
ネットワーク ロケーションを設定するには、次の手順に従ってください。

前提条件

• Cisco Unity Express が各リモート ロケーションにインストールされ、設定されている必要があり

ます。

• Cisco Unity Express サイトと Cisco 通話制御システム サイト間がすべてネットワーク接続されて

いる必要があります。

• Cisco Unity に VPIM ネットワーキングが設定されていることを確認します。設定項目には、

Cisco Unity のプライマリ ロケーションや、リモート Cisco Unity Express ロケーションの配信ロ

ケーションなどがあります。

この手順に必要なデータ

Cisco Unity Express にネットワーキングを設定するには、次の情報が必要です。

• ネットワーク ロケーション ID 番号：ボイスメールの送信者がリモート メッセージの送信に使用す

る、各ロケーションの一意の ID 番号。この番号の 大長は 7 桁の数字です。Cisco Unity Express 
は 大 500 のロケーションをサポートしています。

（注） 100、1001 など、競合する ID でロケーションを作成しないでください。これらのロケーショ

ンにメッセージを送信するときに宛先が不明確になり、メッセージが誤ってアドレス指定され

ることがあります。

• 電子メール ドメイン名：リモート ボイスメール システムの電子メール ドメイン名または IP アド

レス。ドメイン名は、VPIM メッセージの送信時にローカル ボイスメール発信者の内線番号に追

加されます。ローカル システムの電子メール ドメイン名は、リモート ボイスメール メッセージを

受信するように設定する必要があります。

• （オプション）ロケーション名：ネットワーク ロケーションの説明的な名前。

• （オプション）短縮ロケーション名：ネットワーク ロケーションの短縮された名前。この名前の

大長は 5 文字です。
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ネットワーク ロケーションの設定
• （オプション）ボイスメール システム電話番号プレフィックス：VPIM アドレスを作成するため

に、ローカル ボイスメール発信者の内線番号に追加される電話番号プレフィックス。プレフィッ

クスは、電子メール ドメインが複数のロケーションをサポートし、ロケーション間の内線番号が

一意でない場合にだけ必要です。プレフィックスの 大長は 15 桁の数字です。デフォルトのプレ

フィックスは空です。

• （オプション）ローカル ボイスメール システムの内線番号の桁数。デフォルトの 小値は 2、デ

フォルトの 大値は 15 です。

• （オプション）VPIM 符号化スキーム：ローカル Cisco Unity Express システムでボイスメール 
メッセージを変換するための符号化スキーム オプションは、ダイナミック、G.711mu-law、また

は G.726 です。デフォルトのスキームはダイナミックです。

• （オプション）ボイスメール音声名機能：この機能を有効にすると、受信したボイスメール メッ

セージの冒頭に再生されるボイスメール発信者の音声名を受信できます。

• （オプション）ブロードキャスト VPIM ID：ネットワーク ロケーション間でブロードキャスト 
メッセージを送受信するために使用します。詳細については、「ネットワーク ロケーションのブ

ロードキャスト メッセージ VPIM ID の設定」（P.275）を参照してください。

• ローカル システムのロケーション ID。

概略手順

1. config t

2. network location id number

3. （オプション）name location-name

4. （オプション）abbreviation name
5. email domain domain-name

6. （オプション）voicemail phone-prefix digit string

7. （オプション）voicemail extension-length number [min number | max number]

8. （オプション）voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | G726}

9. （オプション）voicemail spoken-name
10. end

11. リモート ロケーションごとにステップ 2 ～ 10 を繰り返します。

12. network local location id number

13. exit

14. show network locations

15. show network detail location id number

16. show network detail local

17. show network queues
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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

設定モードを開始します。

ステップ 2 network location id number

例：

se-10-0-0-0(config)# network location id 9

ロケーションを追加または変更するためのロケーション設

定モードを開始します。

• number：ロケーションに割り当てる一意の ID 番号。

この番号は、ロケーションを識別するために使用さ

れ、ユーザが TUI でアドレス指定機能を実行するとき

に入力されます。この番号の 大長は 7 桁の数字です。

Cisco Unity Express は、システムあたり 大 500 のロ

ケーションをサポートします。

• ロケーションを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

ステップ 3 name location-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# name “San Jose”

（オプション）ロケーションを識別するための説明的な名

前。スペースを使用する場合は、名前を二重引用符で囲み

ます。

• ロケーション名の説明を削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

ステップ 4 abbreviation name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# abbreviation sjcal

（オプション）ユーザが TUI でアドレス指定機能を実行す

るときに再生されるロケーションの英数字の短縮形を作成

します。6 文字以上入力することはできません。

• 短縮形を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。
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ステップ 5 email domain domain-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# email domain 
mycompany.com 

ロケーションの電子メール ドメイン名または IP アドレス

を設定します。ドメイン名は、リモート ロケーションに 
VPIM メッセージを送信するときに追加されます（たとえ

ば、「4843000@mycompany.com」）。ドメイン名も IP アド

レスも設定しない場合、このロケーションの Cisco Unity 
Express システムはネットワーク メッセージを受信できま

せん。

• 電子メール ドメイン名または IP アドレスを削除して

ネットワーキングを無効にするには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

注意 ネットワーク ロケーションから電子メール ドメ

インを削除すると、Cisco Unity Express モ
ジュールからそのロケーションへのネットワー

キングは自動的に無効になります。

ローカル ロケーションの電子メール ドメインを

削除すると、その Cisco Unity Express モジュー

ル上のネットワーキングは無効になります。

ロケーションを再び有効にするには、有効な電

子メール ドメインをそのロケーションに割り当

てます。

ステップ 6 voicemail phone-prefix digit-string

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
phone-prefix 484

（オプション）ロケーションのユーザの VPIM アドレスを

作成するために内線番号に追加される電話番号プレフィッ

クスを設定します。プレフィックスは、電子メール ドメイ

ンが複数のロケーションをサポートし、ロケーション間の

内線番号が一意でない場合にだけ必要です。有効な値は 1 
～ 15 桁です。デフォルト値は空白です。

• 電話プレフィックスを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

ステップ 7 voicemail extension-length {number | min number 
max number}

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
extension-length 8

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
extension-length min 5 max 9

（オプション）ロケーションに対するボイスメールの内線

番号の桁数を設定します。

• number：ロケーションの内線番号の桁数を設定します。

• max number：内線番号の 小桁数を設定します。デ

フォルト値は 2 です。

• min number：内線番号の 大桁数を設定します。デ

フォルト値は 15 です。

• 内線番号の桁数に関する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。

コマンドまたは操作 目的
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ステップ 8 voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | 
G726}

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
vpim-encoding G711ulaw

（オプション）このロケーションにボイスメール メッセー

ジを転送するときに使用する符号化方式を設定します。

• dynamic：Cisco Unity Express は、ロケーションとネ

ゴシエートして符号化方式を決定します。

• G711ulaw：Cisco Unity Express は、常にメッセージ

を G.711 mu-law の .wav ファイルとして送信します。

これは、受信システムが G.711 mu-law 符号化をサ

ポートしている場合（Cisco Unity など）にだけ設定し

ます。

• G726：Cisco Unity Express は、常にメッセージを 
G726（32K ADPCM）として送信します。これは、低

帯域幅接続の場合、または Cisco Unity Express の接

続先のシステムが G.711 u-law をサポートしていない

場合に使用します。

• デフォルト値は dynamic です。

• 符号化をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 
または default 形式を使用します。

ステップ 9 voicemail spoken-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
spoken-name

（オプション）ボイスメール発信者の音声名をメッセージ

の一部として送信する機能を有効にします。音声名が送信

された場合、音声名は受信されたメッセージの冒頭に再生

されます。デフォルトでは有効になっています。

• 音声名の送信を無効にするには、このコマンドの no 
形式を使用します。

ステップ 10 end

例：

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

ロケーション設定モードを終了します。

ステップ 11 network local location id number

例：

se-10-0-0-0(config)# network local location id 1

ロケーション ID 番号で識別されたローカル Cisco Unity 
Express システムへのネットワーキングを有効にします。

• ローカル ロケーションを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

注意 ローカル ネットワーク ロケーションを削除して

から設定を保存した場合、Cisco Unity Express 
をリロードしても、ローカル ネットワーク ロ
ケーションは無効のままになります。Cisco 
Unity Express の再起動後、network local 
location id コマンドを再入力し、このロケー

ションでのネットワークを再び有効にします。

ステップ 12 exit

例：

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

設定モードを終了します。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、サンノゼにある Mycompany 社の通話制御システムに対する show network コマンドの出力

結果を示しています。ここでは、6 つのリモート Cisco Unity Express サイトからリモート ボイスメー

ルが送信されています。

se-10-0-0-0# show network locations

ID        NAME ABBREV  DOMAIN
101       'San Jose' SJC sjc.mycompany.com
102       'Dallas/Fort Worth'             DFW dfw.mycompany.com
201       'Los Angeles' LAX lax.mycompany.com
202       'Canada' CAN can.mycompany.com
301       'Chicago' CHI chi.mycompany.com
302       'New York' NYC nyc.mycompany.com
401 'Bangalore' BAN bang.mycompany.com                              

se-10-0-0-0# show network detail location id 102

Name: Dallas/Fort Worth
Abbreviation: DFW
Email domain: dfw.mycompany.com
Minimum extension length: 2
Maximum extension length: 15
Phone prefix:                           
VPIM encoding: G726
Send spoken name: enabled
Sent msg count: 10
Received msg count: 110

se-10-0-0-0# show network detail local

Location Id: 101
Name: San Jose
Abbreviation: SJC
Email domain: sjc.mycompany.com
Minimum extension length:          2

ステップ 13 show network locations

例：

se-10-0-0-0# show network locations

（オプション）設定された Cisco Unity Express ロケーショ

ンごとに、ロケーション ID、名前、短縮形、およびドメイ

ン名を表示します。

ステップ 14 show network detail location id number

例：

se-10-0-0-0# show network detail location id 9

（オプション）送受信メッセージの数など、指定したロ

ケーション ID のネットワーク情報を表示します。

ステップ 15 show network detail local

例：

se-10-0-0-0# show network detail local

（オプション）送受信メッセージの数など、ローカル 
Cisco Unity Express ロケーションのネットワーク情報を表

示します。

ステップ 16 show network queues

例：

se-10-0-0-0# show network queues

（オプション）この Cisco Unity Express システムから送信

される、発信キュー内のメッセージに関する情報を表示し

ます。キュー情報は、緊急ジョブ キュー情報、通常ジョブ 
キュー情報、および実行ジョブ情報の 3 つに分けて表示さ

れます。

コマンドまたは操作 目的
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Maximum extension length:         15
Phone prefix:                           
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name:                    enabled

次の例は、show network queues コマンドの出力結果を示しています。出力結果には、次のフィール

ドが含まれます。

• ID：ジョブ ID。

• Retry：Cisco Unity Express がこのジョブをリモート ロケーションに送信しようとした回数。

• Time：ジョブが再送信される時刻。

se-10-0-0-0# show network queues 

Running Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
107   VPIM 06:13:26   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com
106   VPIM 06:28:25   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com

Urgent Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
123   VPIM 16:33:39   1     andy            9003@lax.mycompany.com

Normal Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
122   VPIM 16:33:23   1     andy            9001@lax.mycompany.com
124   VPIM 16:34:28   1     andy            9003@lax.mycompany.com
125   VPIM 16:34:57   1     andy            9002@lax.mycompany.com
126   VPIM 16:35:43   1     andy            9004@lax.mycompany.com

ネットワーク ロケーションの無効化
Cisco Unity Express は、Cisco Unity Express ボイスメール メッセージの送受信に対する、Cisco Unity 
Express ネットワーク内のロケーションの無効化をサポートしています。ネットワーク ロケーションが 
Cisco Unity Express データベースから削除されることはありません。

ネットワーク ロケーションでのボイスメール メッセージの送受信を再度設定するには、enable コマン

ドを使用します。

（注） ネットワーク ロケーションの電子メール ドメインを削除しても、ロケーションは無効になります。

概略手順

1. config t

2. network location id location-id

3. no enable

4. y
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5. end

6. exit

詳細手順

例

次の例は、ネットワーキングが無効になっているネットワーク ロケーション 15 の詳細を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 15
se-10-0-0-0(config-location)# no enable
!!!WARNING!!!:Disabling location will disable 
networking to/from this location.
Do you wish to continue[n]?:y
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#
se-10-0-0-0# show network detail location id 15

Name: houston
Abbreviation: hou
Email domain: hou.mycompany.com
Minimum extension length: 2

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 network location id location-id

例：

se-10-0-0-0(config)# network location id 15

ネットワーク ロケーション location-id のロケーショ

ン設定モードを開始します。

ステップ 3 no enable

例：

se-10-0-0-0(config-location)# no enable
!!!WARNING!!!:Disabling location will disable 
networking to/from this location.
Do you wish to continue[n]?: 

ネットワーク ロケーション location-id でのボイス

メール メッセージの送受信を無効にします。

ステップ 4 yes を入力して、ロケーションを無効にします。 —
ステップ 5 end

例：

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

ロケーション設定モードを終了します。

ステップ 6 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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Maximum extension length: 15
Phone prefix: 4
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name: enabled
Send vCard: enabled
State: disabled
VPIM broadcast ID: vpim-broadcast
Sent msg count: 1
Received msg count: 1

次の例では、ネットワーク ロケーション 15 でのボイスメールの送受信が再度設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 15
se-10-0-0-0(config-location)# enable
se-10-0-0-0(config-location

ネットワーク ロケーションの音声名のダウンロードとアップ
ロード

音声名を録音するには、Administration via Telephone（AvT）オプションを使用します。Cisco Unity 
Express モジュールから外部サーバに音声名をダウンロードしたり、外部サーバから Cisco Unity 
Express モジュールに音声名をアップロードすることができます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「この手順に必要なデータ」（P.263）

• 「ロケーションの音声名のダウンロード」（P.263）

• 「ロケーションの音声名のアップロード」（P.264）

この手順に必要なデータ

• ネットワーク ロケーション ID

• サーバ上の録音された音声名ファイルの URL

• サーバへのログインおよびパスワード

ロケーションの音声名のダウンロード

ネットワーク ロケーションの音声名をダウンロードするには、Cisco Unity Express EXEC モードで次

のコマンドを使用します。

network copy spokenname url url location id location-id loginname server-login 
password server-password

ここで、コマンド引数は次のように定義されています。

url サーバ上の音声名ファイルの URL
location-id ネットワーク ロケーション ID
server-login サーバのログイン

server-password サーバのパスワード
263
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

Cisco Unity Express のネットワーキング

ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの追加
次の例では、ロケーション 500 の音声名ファイル rename.wav がダウンロードされます。

se-10-0-0-0# network copy spokenname url ftp://10.4.51.66/rename.wav location id 500 
loginname admin password test

ロケーションの音声名のアップロード

ネットワーク ロケーションの音声名をアップロードするには、Cisco Unity Express EXEC モードで次

のコマンドを使用します。

network copy spokenname location id location-id url url loginname server-login 
password server-password

ここで、コマンド引数は次のように定義されています。

次の例では、ロケーション 500 の音声名ファイル rename.wav がアップロードされます。

se-10-0-0-0# network copy spokenname location id 500 url ftp://10.4.51.66/rename.wav 
loginname admin password test
)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの追加
Cisco Unity Express では、ローカル ボイスメール ディレクトリにリモート ユーザを追加できます。

ローカル Cisco Unity Express ディレクトリでは、頻繁にアドレス指定されるリモート ユーザを含める

ことができます。この機能を使用すると、ローカル ボイスメール送信者は、名前によるダイヤル

（dial-by-name）を使用してリモート受信者をアドレス指定できます。また、送信者は、リモート受信

者の音声名の確認を受信するため、名前とロケーションが正しいことを確認できます。

ライセンス レベルにかかわらず、NM-CUE-EC は 大 100 人、NM-CUE は 大 50 人、AIM-CUE は
大 20 人のリモート ユーザをそれぞれサポートしています。

リモート ユーザの音声名を録音するには AvT を使用します。リモート ユーザの音声名が録音されていな

い場合、システムはローカル送信者への確認として、リモート内線番号とロケーションを使用します。

vCard オプションが設定されている場合は、リモート ユーザの vCard によって、ローカル システムで

リモート ユーザの名、姓、または内線番号が更新されます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの設定」（P.265）

• 「リモート ユーザの表示」（P.268）

• 「リモート ユーザ情報の削除」（P.269）

location-id ネットワーク ロケーション ID
url サーバ上の音声名ファイルの URL
server-login サーバのログイン

server-password サーバのパスワード
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ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの設定

リモート ユーザを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

• ローカル システムにネットワーキングを設定する。

システムにローカル サイトとリモート サイトを設定するには、CLI コマンドを使用できます。ロ

ケーション パラメータを設定するには、GUI 画面を使用できます。

• ローカル システムに vCard 情報を設定する。

この手順については、「ロケーションへの vCard 情報の設定」（P.271）の項を参照してください。

• リモート ユーザ情報をローカル ディレクトリに追加する。

この手順については、この項で説明します。

• リモート ユーザの音声名とロケーションを追加する。

管理者は TUI を使用して、リモート ユーザの音声名とリモート ロケーションの音声名を録音します。

リモート ユーザの設定は、Cisco Unity Express の設定モードと EXEC モードで実行できます。ど

ちらのモードも、リモート ユーザをローカル ディレクトリに追加することはできますが、他の

ユーザ情報に関する機能は異なります。リモート ユーザをネットワーク ロケーションと関連付け

るには、どちらかのモードで remote username location コマンドを 1 回使用します。

設定モード

ローカル システムにリモート ユーザを設定するには、この Cisco Unity Express 設定モードの手順を使

用します。

この手順に必要なデータ

ローカル システムにリモート ユーザを設定するには次の情報が必要です。

• リモート ユーザ名

• リモート ユーザの内線番号

• リモート ロケーション ID

概略手順

1. config t

2. remote username username location location-id create

3. remote username username phonenumber extension-number

4. exit
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詳細手順

EXEC モード

ローカル システムにリモート ユーザを設定するには、この Cisco Unity Express EXEC モードの手順を

使用します。

この手順に必要なデータ

ローカル システムにリモート ユーザを設定するには次の情報が必要です。

• リモート ユーザ名

• リモート ロケーション ID

• リモート ユーザの表示用の名、姓、およびログイン ユーザ名

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 remote username username location location-id create

例：

se-10-0-0-0(config)# remote username user1 location 
sjc create

username を持つ、ロケーションが location-id の
ユーザをローカル ディレクトリに追加します。

次のいずれかの状態が発生した場合は、エラー メッ

セージが表示されます。

• 同じユーザ名を持つローカル ユーザ、グループ、

またはリモート ユーザが存在する。

• システムに 大数のリモート ユーザがすでに設

定されている。

• location-id が存在しない。

• location-id がローカル ロケーションである。

ステップ 3 remote username username phonenumber extension-number

例：

se-10-0-0-0(config)# remote username user1 
phonenumber 75555

リモート ユーザ username を extension-number と関

連付けます。

ローカル システムはリモート内線番号を確認しません。

次のいずれかの状態が発生した場合は、エラー メッ

セージが表示されます。

• username が存在しない。

• extension-number の桁数が、ユーザのロケー

ションに対する内線番号の 大桁数と 小桁数

の間にない。

ステップ 4 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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概略手順

1. remote username username location location-id create

2. remote username username fullname display display-name

3. remote username username fullname first first-name

4. remote username username fullname last last-name

詳細手順

例

次の例では、複数のリモート ユーザが設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user2 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 location sjc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user5 phonenumber 81111
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user3 phonenumber 92222
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 location nyc create
se-10-0-0-0(config)# remote username user4 phonenumber 93333
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname display “User 2”
se-10-0-0-0# remote username user2 fullname first User

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 remote username username location location-id create

例：

se-10-0-0-0# remote username user1 location sjc create

username を持つ、ロケーションが location-id の
ユーザをローカル ディレクトリに追加します。

次のいずれかの状態が発生した場合は、エラー 
メッセージが表示されます。

• 同じユーザ名を持つローカル ユーザ、グルー

プ、またはリモート ユーザが存在する。

• システムに 大数のリモート ユーザがすでに

設定されている。

• location-id が存在しない。

• location-id がローカル ロケーションである。

ステップ 2 remote username username fullname display display-name

例：

se-10-0-0-0# remote username user1 fullname display 
“Al Brown”

リモート ユーザ username を表示名と関連付けます。

ステップ 3 remote username username fullname first first-name

例：

se-10-0-0-0# remote username user1 fullname first Al

リモート ユーザ username を表示用の名と関連付

けます。

ステップ 4 remote username username fullname last last-name

例：

se-10-0-0-0# remote username user1 fullname last Brown

リモート ユーザ username を表示用の姓と関連付

けます。
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se-10-0-0-0# remote username user2 fullname last 2
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname display “User 5”
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user5 fullname last 5
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname display “User” 3
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user3 fullname last 3
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname display “User 4”
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname first User
se-10-0-0-0# remote username user4 fullname last 4
se-10-0-0-0#

リモート ユーザの表示

リモート ユーザを表示するときは、複数のコマンドを使用できます。

すべてのリモート ユーザの表示

次のコマンドは、ローカル システムに設定されたリモート ユーザをすべて表示します。

show remote users

このコマンドの出力結果は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show remote users

user2
user5
user3
user4

特定のリモート ユーザの表示

次のコマンドは、特定のリモート ユーザの詳細を表示します。

show remote user detail username username

ここで、username は特定のリモート ユーザです。

このコマンドの出力結果は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show remote user detail username user2
Full Name: User 2
First Name: User
Last Name: 2
Nick Name: 
Extension: 84444
Location Id: sjc
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リモート ユーザ情報の削除

ローカル ディレクトリからリモート ユーザ情報を削除するときは、複数のコマンドを使用できます。

内線番号の削除

次の設定モードのコマンドは、リモート ユーザの内線番号を削除します。

no remote username username phonenumber extension-number

ここで、username はリモート ユーザの名前で、extension-number はリモート ユーザの内線番号です。

次の例では、リモート User2 の内線番号 84444 が削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no remote username user2 phonenumber 84444
se-10-0-0-0(config)# end

ローカル ディレクトリ内のリモート ユーザ エントリの削除

次の EXEC モードのコマンドは、ローカル ディレクトリからリモート ユーザを削除します。

remote username username delete

ここで、username はリモート ユーザの名前です。

次の例では、リモート ユーザ User2 が削除されます。

se-10-0-0-0# remote username user2 delete

リモート ユーザ名の削除

次の EXEC モードのコマンドは、リモート ユーザの名前を削除します。

no remote username username fullname display display-name

no remote username username fullname first first-name

no remote username username fullname last last-name

ここで、username はリモート ユーザの名前、display-name はリモート ユーザの表示名、first-name は
リモート ユーザの名、および last-name はリモート ユーザの姓です。

次の例では、リモート ユーザ User2 の表示名が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user2 fullname display “User 2”

次の例では、リモート ユーザ User2 の名が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user2 fullname first User

次の例では、リモート ユーザ User2 の姓が削除されます。

se-10-0-0-0# no remote username user2 fullname last 2
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リモート ユーザの音声名のダウンロードとアップロード
音声名を録音するには、Administration via Telephone（AvT）オプションを使用します。Cisco Unity 
Express モジュールから外部サーバに音声名をダウンロードしたり、外部サーバから Cisco Unity 
Express モジュールに音声名をアップロードすることができます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「この手順に必要なデータ」（P.270）

• 「リモート ユーザの音声名のダウンロード」（P.270）

• 「リモート ユーザの音声名のアップロード」（P.270）

この手順に必要なデータ

• ユーザ名 

• サーバ上の録音された音声名ファイルの URL

• サーバへのログインおよびパスワード

リモート ユーザの音声名のダウンロード

リモート ユーザの音声名をダウンロードするには、Cisco Unity Express EXEC モードで次のコマンド

を使用します。

remote copy spokenname url url username username loginname server-login password 
server-password

ここで、コマンド引数は次のように定義されています。

次の例では、リモート ユーザ user1 の音声名ファイル user1.wav がダウンロードされます。

se-10-0-0-0# remote copy spokenname url ftp://10.4.51.66/user1.wav username user1 
loginname admin password test

リモート ユーザの音声名のアップロード

ネットワーク ロケーションの音声名をアップロードするには、Cisco Unity Express EXEC モードで次

のコマンドを使用します。

remote copy spokenname username username url url loginname server-login password 
server-password

url サーバ上の音声名ファイルの URL
username リモート ユーザ ID
server-login サーバのログイン

server-password サーバのパスワード
270
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

Cisco Unity Express のネットワーキング

ロケーションへの vCard 情報の設定
ここで、コマンド引数は次のように定義されています。

次の例では、リモート ユーザ user1 の音声名ファイル user1.wav がダウンロードされます。

se-10-0-0-0# remote copy spokenname username user1 url ftp://10.4.51.66/user1.wav 
loginname admin password test

ロケーションへの vCard 情報の設定
Cisco Unity Express では、ボイスメール メッセージでの vCard 情報の送受信がサポートされています。

リモート ユーザの vCard 情報には、ユーザの名、姓、および内線番号が含まれています。Cisco Unity 
Express は、着信 Voice Profile for Internet Mail（VPIM）メッセージの vCard 情報と録音された音声

名を使用して、リモート ユーザ情報に関する LRU キャッシュのデータ入力と更新を行います（音声名

の設定に関する詳細については、「ローカル ディレクトリへのリモート ユーザの追加」（P.264）を参

照）。

メッセージの宛先にリモート ユーザを指定する場合、ローカル送信者には、目的の受信者の確認とし

て音声名が再生されます。LRU キャッシュは、音声名のソースの 1 つです。LRU キャッシュが格納す

るユーザ数は、インストールされているハードウェア モジュールで決まります。サポートされる 大

キャッシュ ユーザ数については、『Release Notes for Cisco Unity Express』を参照してください。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「vCard 情報の有効化と無効化」（P.271）

• 「vCard ステータスの表示」（P.272）

vCard 情報の有効化と無効化

ロケーションでの vCard 情報の受信を有効にするには、リモート ロケーション ID 番号が必要です。

システム デフォルトは、vCard 情報を送信するようになっています。

概略手順

1. config t

2. network location id location-id

3. voicemail vcard

4. end

5. exit

username リモート ユーザ ID
url サーバ上の音声名ファイルの URL
server-login サーバのログイン

server-password サーバのパスワード
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ロケーションへの vCard 情報の設定
詳細手順

例

次の例では、ネットワーク ロケーション 23 および nyc での vCard 情報の受信が有効になります。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location 23
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vcard
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# network location nyc
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vcard
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

次のコマンドは、ネットワーク ロケーション nyc での vCard 情報の受信を無効にします。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location nyc
se-10-0-0-0(config-location)# no voicemail vcard
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

vCard ステータスの表示

vCard ステータスを表示するときは、複数のコマンドを使用できます。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 network location id location-id

例：

se-10-0-0-0(config)# network location id 15

ネットワーク ロケーション location-id のロケーショ

ン設定モードを開始します。

ステップ 3 voicemail vcard

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail vcard

ネットワーク ロケーション location-id での vCard 
情報の受信を有効にします。

vCard 情報の受信を無効にするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

ステップ 4 end

例：

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

ロケーション設定モードを終了します。

ステップ 5 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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LRU キャッシュの設定
特定のロケーションに対する vCard ステータスの表示

次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドは、特定のリモート ロケーションに関する詳細を表

示します。

show network detail location id location-id

ここで、location-id はリモート ロケーション番号です。

次の例は、vCard が有効になっているネットワーク ロケーション 15 に関する詳細を示しています。

se-10-0-0-0# show network detail location id 15

Name: houston
Abbreviation: hou
Email domain: hou.mycompany.com
Minimum extension length: 2
Maximum extension length: 15
Phone prefix: 4
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name: enabled
Send vCard: enabled
State: enabled
VPIM broadcast ID: vpim-broadcast
Sent msg count: 0
Received msg count: 0

ローカル システムの vCard ステータスの表示

次の EXEC モードのコマンドは、ローカル Cisco Unity Express システムに関する詳細を表示します。

show network detail local

次の例は、vCard が有効になっているローカル システムに関する詳細を示しています。

se-10-0-0-0# show network detail local

Location ID: 10
Name: SanJoseCA
Abbreviation: sjc
Email domain: sjc.mycompany.com
Minimum extension length: 2
Maximum extension length: 15
Phone prefix:
VPIM encoding: G726
Send spoken name: enabled
Send vCard: enabled
State: enabled
VPIM broadcast ID: vpim-broadcast

LRU キャッシュの設定
Cisco Unity Express では、リモート ユーザに関する vCard 情報を含む LRU キャッシュがサポートさ

れています。LRU キャッシュとは、リモート ユーザの名、姓、および音声名に関するデータベースで

す。これらのリモート ユーザは、Remote User Directory に設定されていません。キャッシュに含まれ

ているユーザは、キャッシュ ユーザと呼ばれます。
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LRU キャッシュの設定
ネットワーク メッセージによって LRU キャッシュの内容が更新されます。ローカル送信者がボイス

メール メッセージの宛先にリモート ユーザを指定すると、システムはこの情報にアクセスして、リ

モート ユーザに関する音声名の確認をローカル送信者に送信します。キャッシュ ユーザからネット

ワーク メッセージが着信するたび、またはローカル送信者がキャッシュ ユーザにボイス メッセージを

送信するたびに、システムは LRU キャッシュにあるキャッシュ ユーザのエントリのタイムスタンプを

更新します。

LRU キャッシュが 大容量に達すると、新しいエントリによって、タイムスタンプが も古い既存の

エントリが消去されます。このことは、次にローカル送信者がリモート ユーザに電話するときに、リ

モート ユーザが LRU キャッシュから消去されている場合、送信者は音声名の確認を受信しないことを

意味します。LRU キャッシュが格納するユーザ数は、インストールされているハードウェア モジュー

ルで決まります。サポートされる 大キャッシュ ユーザ数については、『Release Notes for Cisco Unity 
Express』を参照してください。

一貫性のない確認応答を避けるため、次のどちらかまたは両方を行います。

• 送信者がリモート ユーザの音声名の確認を必ず受信することを保証するには、リモート ユーザを 
Remote User Directory に設定します。

• LRU キャッシュを無効にします。

LRU キャッシュの内容は、システムのリロード後に保存されます。

デフォルトでは、LRU キャッシュはローカル システムで有効になっています。LRU キャッシュのス

テータスを変更するには、GUI の [Defaults] > [Voice Mail] オプションまたは以降に示す CLI コマンド

を使用します。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「LRU キャッシュの有効化と無効化」（P.274）

• 「LRU キャッシュ データの表示」（P.275）

LRU キャッシュの有効化と無効化

ローカル システムの LRU キャッシュを有効にするには、次の Cisco Unity Express 設定モードのコマ

ンドを使用します。

remote cache enable

次の例は、ローカル システムの LRU キャッシュを有効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# remote cache enable
se-10-0-0-0(config)# exit

ローカル システムの LRU キャッシュを無効にするには、次の Cisco Unity Express 設定モードのコマ

ンドを使用します。キャッシュを無効にすると、キャッシュ エントリがすべて消去され、新しいユー

ザ エントリを格納できなくなります。

no remote cache enable

次の例は、ローカル システムの LRU キャッシュを無効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no remote cache enable
se-10-0-0-0(config)# exit
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ネットワーク ロケーションのブロードキャスト メッセージ VPIM ID の設定
LRU キャッシュ データの表示

ローカル システムの LRU キャッシュ データを表示するには、次の Cisco Unity Express EXEC モード

のコマンドを使用します。

show remote cache

キャッシュ ユーザごとに、ロケーション ID、ロケーション名、内線番号、およびアクセス時刻が表示

されます。

se-10-0-0-0# show remote cache

Remote user cache is enabled
ID LOCATION EXTENSION LAST ACCESSED TIME
3014001 sjc 5555 Tue Sep 21 10:38:28 PDT 2004
6661005 nyc 1111 Tue Sep 21 14:55:11 PDT 2004

ネットワーク ロケーションのブロードキャスト メッセージ 
VPIM ID の設定

ネットワーク ロケーションのブロードキャスト メッセージ VPIM ID を設定するには、次の手順を使用

します。

この手順に必要なデータ

• ネットワーク ロケーション ID

• ネットワーク ロケーション VPIM ID

概略手順

1. config t

2. network location id location-id

3. voicemail broadcast vpim-id vpim-id

4. end

5. exit
275
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

Cisco Unity Express のネットワーキング

トラブルシューティング コマンド
詳細手順

例

次の例では、ネットワーク ロケーション 150 の VPIM ID が ny-270 に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# network location id 150
se-10-0-0-0(config-location)# voicemail broadcast vpim-id ny-270
se-10-0-0-0(config-location)# end
se-10-0-0-0(config)# exit

トラブルシューティング コマンド
Cisco Unity Express のネットワーク コンフィギュレーションについてトラブルシューティングを行う

には、EXEC モードで次のコマンドを使用します。

概略手順

1. trace networking smtp [all | receive | send | work]

2. trace networking vpim [all | receive | send]

3. trace networking sysdb [all]

4. trace networking dns [all]

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 network location id location-id

例：

se-10-0-0-0(config)# network location id 15

ネットワーク ロケーションを指定します。

ステップ 3 voicemail broadcast vpim-id vpim-id

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail broadcast 
vpim-id 159a

ロケーション設定モードを開始し、ロケーションの 
VPIM ID を指定します。有効な VPIM ID には、英

字、数字、下線（_）、ダッシュ（-）、ドット（.）を

使用できます。 大長は 32 文字です。

ステップ 4 end

例：

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

ロケーション設定モードを終了します。

ステップ 5 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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トラブルシューティング コマンド
5. trace networking database [all | connection | execute | garbage | largeobject | mgmt | query | results | 
transaction]

6. trace networking jobqueue [all | job number]

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 trace networking smtp [all | receive | send | 
work]

例：

se-10-0-0-0# trace networking smtp all

SMTP ネットワーク機能のトレースを有効にします。

• all：すべての SMTP アクティビティをトレースします。

• receive：SMTP 受信をトレースします。

• send：SMTP 送信をトレースします。

• work：ジョブが SMTP キューに格納されるか、

SMTP キューから削除されたときにトレースします。

ステップ 2 trace networking vpim [all | receive | send]

例：

se-10-0-0-0# trace networking vpim all

VPIM ネットワーク機能のトレースを有効にします。

• all：すべての VPIM アクティビティをトレースします。

• receive：VPIM 受信をトレースします。

• send：VPIM 送信をトレースします。

ステップ 3 trace networking sysdb [all]

例：

se-10-0-0-0# trace networking sysdb

sysdb イベントのトレースを有効にします。

• all：すべての sysdb イベントをトレースします。

ステップ 4 trace networking dns [all]

例：

se-10-0-0-0# trace networking dns

DNS アクティビティのトレースを有効にします。実行され

た DNS 検索、管理者がロケーションに電子メール ドメイ

ンを追加した際の結果、および SMTP を使用してドメイン

を確認および解決した際の結果を表示します。

• all：すべての DNS イベントをトレースします。
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トラブルシューティング コマンド
ステップ 5 trace networking database [all | connection | 
execute | garbage | largeobject | mgmt | query 
| results | transaction]]

例：

se-10-0-0-0# trace networking database results

データベース機能のトレースを有効にします。次のキー

ワードは、トレースのタイプを指定します。

• all：すべてのデータベース イベント。

• connection：データベース接続。

• execute：データベースに対して実行された挿入およ

び更新。

• garbage：ガーベジ コレクション プロセス。

• largeobject：データベースに対する大規模オブジェク

トの読み取りおよび書き込み。

• mgmt：データベース管理プロセス。

• query：データベースに対して実行されたクエリー。

• results：クエリー、挿入、および更新の結果。

• transactions：データベース トランザクションの開始

および終了。

ステップ 6 trace networking jobqueue [all | job number]

例：

se-10-0-0-0# trace networking jobqueue job 101

ジョブ キューのトレースを有効にします。

• all：キュー内のすべてのジョブをトレースします。

• job number：キュー内の指定されたジョブをトレース

します。

コマンドまたは操作 目的
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この章では、同報リストについて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「同報リストの概要」（P.279）

• 「パブリック同報リスト」（P.280）

• 「プライベート同報リスト」（P.282）

• 「Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点」（P.282）

• 「パブリック同報リストの設定」（P.283）

• 「プライベート同報リストの設定」（P.286）

• 「同報リストの表示」（P.286）

• 「同報リストの削除」（P.289）

同報リストの概要
同報リストを使用すると、ユーザはボイスメール メッセージを同時に複数の受信者に送信できます。

送信者がボイス メッセージを送信できるのは、ローカル システムの同報リストだけです。リモート シ
ステムの同報リストに、ボイス メッセージをアドレス指定することはできません。

Cisco Unity Express では、次に示す 2 つのタイプの同報リストがサポートされています。

• パブリック同報リスト

• プライベート同報リスト

同報リストのプロパティ

Cisco Unity Express 同報リストには、次のプロパティがあります。

• 同報リストのメンバーには、次の任意の組み合せを指定できます。

– ローカル ユーザとリモート ユーザ

ローカル システムに静的に設定されているリモート ユーザは、同報リストのメンバーに指定

できます。ただし、そのリモート ユーザはローカル システム上で同報リストを所有すること

はできません。

– General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）

– グループ

– 他の同報リスト
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パブリック同報リスト
– ブラインド アドレス

ブラインド アドレスのロケーション ID と内線番号を指定します。システムはロケーション ID 
と内線番号の桁数を確認します。メンバー：同報リストは、ローカル ユーザ、リモート ユー

ザ、ブラインド アドレス、GDM、グループ、およびその他のリストなど、さまざまなメン

バーで構成できます。

パブリック リストのメンバーには、別のパブリック リストを指定できますが、プライベート 
リストを指定することはできません。

プライベート リストのメンバーには、任意のパブリック リストと、同じユーザが所有する別

のプライベート リストを指定できます。

ユーザがボイス メッセージの宛先にパブリックまたはプライベート同報リストを指定すると、

システムは、リストにメンバーが含まれていることを確認します。リストが空の場合、システ

ムは、リストにメンバーが含まれていないことを示すメッセージを再生し、リストをメッセー

ジの受信者として使用できないようにします。

• 再帰同報リストが使用可能です。たとえば、リスト A をリスト B のメンバーにし、リスト B をリ

スト A のメンバーにすることができます。

• システムはすべてのローカル ユーザが含まれた、everyone リストという特殊なパブリック同報リ

ストを生成します。このリストには、ローカル グループ、GDM、およびその他のリストは含まれ

ません。このリストへのメンバーの追加または削除、リストへの所有者の割り当て、リストの削除

はできません。

• 各リストには、一意の名前または番号を割り当てる必要があります。

有効な名前には、 大 64 文字の A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、下線（_）、ドット（.）、およびダッシュ

（-）を使用できます。名前の先頭は英字にする必要があります。スペースは使用できません。

• パブリック同報リストまたはプライベート同報リストの所有者は、Telephone User Interface
（TUI; 電話ユーザ インターフェイス）を使用してリストの音声名を録音することができます。グラ

フィカル ユーザ インターフェイス（GUI）またはコマンドライン インターフェイス（CLI）を使

用して音声名を録音またはアップロードすることはできません。

everyone パブリック リストには、デフォルトの音声名が割り当てられています。管理者は、TUI 
を使用してこの名前を変更することができます。

• システムからローカル ユーザまたはリモート ユーザを削除した場合、そのユーザはそのシステム

上のパブリック同報リストまたはプライベート同報リストの、メンバーまたは所有者（ローカル 
ユーザの場合）ではなくなります。削除したローカル ユーザが所有していた、すべてのプライ

ベート リストが削除されます。ローカル ユーザがパブリック同報リストの唯一の所有者であった

場合は、Administrator グループがそのリストの所有権を引き受けます。

プライベート リストが削除されないことを除いて、同じルールがグループの削除にも適用されます。

• リモート同報リストへのアクセス権：ローカル ユーザは、リモート同報リストを変更したり、リ

モート同報リストをボイス メッセージの受信者として使用したりすることはできません。

パブリック同報リスト
システムのすべてのローカル ユーザは、パブリック同報リストを使用して、そのボイスメール メッ

セージをアドレス指定できます。

パブリック同報リストを作成および管理するには、Cisco Unity Express グラフィカル ユーザ インター

フェイス（GUI）、電話ユーザ インターフェイス（TUI）、またはコマンドライン インターフェイス

（CLI）を使用します。
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パブリック同報リスト
表 15 に、パブリック同報リストの機能を示します。

表 15 パブリック同報リストの機能

機能 制限 説明

リストの 大数 Cisco Unity Express 
ハードウェアで決まり

ます。詳細については、

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

システムで許可されるリストの 大数。この数値には、

everyone リストが含まれません。

リスト番号 大 15 桁 パブリック同報リストには、一意の番号を割り当てる必

要があります。

everyone リストには、デフォルトで番号 9999 が割り当

てられます。管理者は、GUI メニュー オプションの 
[Voice Mail] > [Distribution Lists] > [Public Lists] だけを

使用して、この番号を変更することができます。

1 つのリストの

所有者の数

小値 =0
大値 =50

everyone リストに所有者を割り当てることはできませ

ん。

所有者には、任意のローカル ユーザまたはグループを指

定できます。所有者がグループの場合、グループのメン

バーはすべてリストの所有者になります。

Administrators グループのメンバーは、すべてのパブ

リック同報リストの暗黙的な所有者になります。リスト

の所有者がすべて削除されても、Administrator グループ

は引き続きリストの所有権を保有します。

リストの所有者が、そのリストのメンバーになる必要は

ありません。

ローカル システ

ム上のリスト メ
ンバーの 大数

Cisco Unity Express 
ハードウェアで決まり

ます。詳細については、

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

この合計値は、everyone リストを除く、ローカル シス

テム上の全パブリック リストの全メンバーの総数です。

ローカル システ

ム上のリスト所

有者の 大数

50 この合計値は、everyone リストを除く、システム上の全

パブリック リストの全所有者の総数です。

この 大値は、すべてのボイスメールボックス ライセン

ス レベルに適用されます。

パブリック リス

トの作成、編集、

および削除

該当なし パブリック リストを作成できるのは、Administrators グ
ループまたは ManagePublicList 特権を持つグループに

属するローカル ユーザです。

パブリック リストの所有者は、そのリストを編集または

削除できます。
281
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/prod_release_notes_list.html


 

同報リストの設定

プライベート同報リスト
プライベート同報リスト
すべてのローカル ユーザは、そのユーザだけがアクセス可能なプライベート同報リストを作成できます。

表 16 に、プライベート同報リストの機能を示します。

Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の
相違点

表 17 は、Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の重要な相違点を示しています。

表 16 プライベート同報リストの機能

機能 制限 説明

1 ユーザあたりのリストの 大数 5 ローカル ユーザが作成可能なリストの 大数。

リスト番号 1 ～ 5 プライベート リスト番号の有効な範囲。

所有者数 1 プライベート同報リストの所有者になるのは、

そのリストを作成したローカル ユーザです。プ

ライベート リストの所有者は変更できません。

リストの作成と管理 プライベート リストを作成および管理するには、

GUI または TUI を使用します。CLI コマンドを

使用してプライベート リストを作成および管理

することはできません。

1 ユーザあたりのメンバーの

大数 
50 ユーザが所有するすべてのプライベート リスト

に含まれるメンバーの総数。

プライベート リストの表示 該当なし リストの所有者と、Administrator グループまた

は ViewPrivateList 特権を持つグループのメン

バーは、GUI を使用して、特定のユーザが所有

するプライベート リストの詳細を表示できます。

CLI コマンドを使用すると、ローカル ユーザが

所有するプライベート リストを表示できます。

CLI コマンドを使用するための特別な特権は必

要ありません。

表 17 Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点

機能 Cisco Unity Express の実装 Cisco Unity の実装

TUI による同報リストの

管理

パブリック同報リストおよびプライ

ベート同報リストに使用できます。

パブリック リストを管理する場合

は、追加の TUI メニュー オプション

を使用できます。

プライベート同報リストでのキー操作

は、Cisco Unity の場合と同じです。

パブリック同報リストには使用で

きません。

プライベート同報リストには使用

できます。
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同報リストの設定

パブリック同報リストの設定
パブリック同報リストの設定
パブリック同報リストを作成または変更するには、この手順を使用します。

（注） プライベート同報リストを作成するときは、TUI または GUI を使用してください。プライベート同報

リストには、CLI コマンドは使用できません。

リリース 3.2 から、ユーザ以外の人物を同報リストに追加できるようになりました。これにより、メッ

セージの送信時にアドレスのリストを参照する単一のアドレスを使用して、システム上にメールボック

スを持っていないユーザにボイス メッセージを配信できるようになります。ユーザは 1 つに集約され

たこのアドレスを使用して、同報リストに含まれるすべての受信者に対して 1 つのメッセージを送信で

きます。

ユーザ以外の番号を同報リストに追加するために送信すると、この番号はユーザ以外の規制テーブルと

照らし合わせてチェックされます。ユーザ以外のアドレスのうち、規制されているアドレスは同報リス

トに追加されません。リストの作成後に規制テーブルを変更した場合、同報リストはシステムによって

再検証されません。代わりに、同報リストは、ユーザ以外のアドレスに発信メールを送信するのに使用

されたときに再検証され、規制対象のアドレスが受信者のリストからすべて削除されます。また、既存

のシステムでメッセージを送信する方法は変更されません。このシステムでは、ユーザ以外の人物、配

信予定のメッセージ キュー、バックアップの復元などにメッセージを送信する前に、ユーザ以外の規

制テーブルを引き続きチェックします。

同報リストの作成 ユーザによって、TUI メニューを使

用して作成および削除されます。

パブリック リストおよびプライベー

ト リストの両方について、暗黙的な

リスト作成を使用できます。ユーザ

が存在しないリストにメンバーを追

加しようとすると、システムがリス

トを作成してメンバーを追加します。

ユーザが存在しないリストの音声名

を録音しようとすると、システムが

リストを作成して音声名を録音しま

す。どちらの場合も、ユーザには新

しいリストが作成されたことを示す

メッセージが再生されます。

システムによって作成されます。

ユーザが同報リストを作成または

削除する場合、TUI オプションは

使用できません。

リスト メンバーの削除 ユーザは、ボイス メッセージのアド

レスを指定する場合の名前によるダ

イヤル（dial-by-name）および内線

番号のフローと同様、名前または内

線番号を指定してリスト メンバーを

削除します。

システムは、リスト メンバーの名

前と内線番号に一連の番号を割り

当てます。ユーザは、その番号を

押してメンバーを削除します。

別のリストへのプライ

ベート リストの追加

同じユーザが所有する別のプライ

ベート リストにプライベート リスト

を追加できます。

使用できません。

表 17 Cisco Unity Express と Cisco Unity の同報リスト間の相違点 （続き）

機能 Cisco Unity Express の実装 Cisco Unity の実装
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同報リストの設定

パブリック同報リストの設定
前提条件

• ローカルおよびリモート ユーザがシステムに定義されている必要があります。

• ユーザ以外の人物を同報リストに追加するには、Cisco Unity Express 3.2 以降のバージョンが必要

です。

この手順に必要なデータ

パブリック同報リストを作成するには、次の情報が必要です。

• リストの名前と番号。

• （オプション）リストの説明：説明の 大長は 64 文字です。

同報リストにメンバーを追加するには、次の情報が必要です。

• メンバー タイプ（ローカル ユーザ、グループ、GDM、同報リスト、リモート ユーザ、または ブ
ラインド アドレス）。

• メンバーの名前または内線番号。

概略手順

1. config t

2. list name list-name number list-number create

3. list number list-number owner owner-ID

4. list number list-number member {member-name | extension} type {group | user | gdm | list | 
remote | blind | nonsubscriber}

5. （オプション）list number list-number description description
6. exit

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 list name list-name number list-number create

例：

se-10-0-0-0(config)# list name engineers number 5 
create

名前が list-name で、番号が list-number のリストを

作成します。

• list-number の 大長は 15 桁です。

• list-name または list-number がすでに存在する

場合は、エラー メッセージが表示されます。

• パブリック リストがすでに 大数に達している

場合は、エラー メッセージが表示されます。
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パブリック同報リストの設定
ステップ 3 list number list-number owner owner-ID

例：

se-10-0-0-0(config)# list number 5 owner user12

リストに所有者を割り当てます。所有者には、ロー

カル ユーザまたはローカル グループを指定できます。

• listnumber または owner-ID が存在しない場合

は、エラー メッセージが表示されます。

• システム上の所有者がすでに 大数に達してい

る場合は、エラー メッセージが表示されます。

• リストの所有者を削除するには、コマンドの 
no 形式を使用します。

ステップ 4 list number list-number 
member {member-name | extension} 
type {group | user | gdm | list | remote | blind | 
non-subscriber} 

例：

se-10-0-0-0(config)# list number 5 member user8 type 
user
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member managers 
type group
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member sale type 
gdm
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member mylist3 
type list
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member user15 type 
remote
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member user5555 
type blind

リストにメンバーを割り当てます。有効なメンバー 
タイプには次のものがあります。

• group：ローカル グループまたはリモート グ
ループ

• user：ローカル ユーザ

• gdm：ローカル GDM またはリモート GDM

• list：リスト所有者に属するローカル パブリッ

ク リスト

• remote：リモート ユーザ

• blind：リモート ユーザのブラインド アドレス 

• nonsubscriber：ユーザ以外の人物（システム

上のメールボックスを所有していないユーザ）

有効なメンバーには次のものがあります。

• ローカル ユーザまたはリモート ユーザ

• グループ ID

• GDM の名前

• ボイスメールボックスの内線番号（ブラインド 
アドレス）

• リスト番号

• リスト名

リストまたはメンバーが存在しない場合は、エラー 
メッセージが表示されます。

パブリック リストのメンバーがすでに 大数に達し

ている場合は、エラー メッセージが表示されます。

リストからメンバーを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

コマンドまたは操作 目的
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プライベート同報リストの設定
例

次の例では、名前が engineers で、番号が 5 のパブリック同報リストが作成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list name engineers number 5 create
se-10-0-0-0(config)# list number 5 owner User1
se-10-0-0-0(config)# list number 5 owner progmgrs
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member User1 type user
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member User2 type user
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member betamgrs type group
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member tech type gdm
se-10-0-0-0(config)# list number 5 member 87777 type blind
se-10-0-0-0(config)# exit

プライベート同報リストの設定
ローカル ユーザは、GUI メニュー オプション [VoiceMail] > [Distribution Lists] > [My Private Lists]、
または TUI を使用すると、自分のプライベート同報リストを設定できます。

プライベート リストの設定には、CLI コマンドは使用できません。

同報リストの表示
同報リストとそのメンバーを表示するときは、複数のコマンドを使用できます。

すべてのパブリック同報リストの表示

次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドは、ローカル システム上のパブリック同報リストを

すべて表示します。

show lists public

このコマンドにより、アルファベット順のリスト、各リストの名前、番号、タイプ、および各リストの

詳細が表示されます。

ステップ 5 list number list-number description description

例：

se-10-0-0-0(config)# list number 5 description “SJ 
Engineers”

（オプション）パブリック リストに説明を追加します。

説明が 2 語以上になる場合は、引用符で囲みます。

リストが存在しない場合は、エラー メッセージが

表示されます。

説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

ステップ 6 exit

例：

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

設定モードを終了します。

コマンドまたは操作 目的
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同報リストの表示
このコマンドの出力は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show lists public

List number              List Name                Type
5 engineers Public
9999                     everyone                 Public
Number: 5
Name: engineers
Type: Public
Description:
Owners:

user15 Local User
progmgrs Group

Members:
user15 Local User
user23 Local User
progmgrs Group
techs General Delivery Mailbox
tech25 Remote User
nyc5555 Blind Address

パブリック同報リストの詳細の表示

次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドは、特定のパブリック同報リストの詳細を表示します。

show list detail public {name list-name | number list-number}

ここで、list-name はリストの名前、list-number はリストの番号です。

このコマンドにより、リスト番号、リスト名、リスト タイプ、所有者、およびリストのメンバーとそ

のタイプ カテゴリが表示されます。

このコマンドの出力は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show list detail public name engineers
Number: 5
Name: engineers
Type: Public
Description: 
Owners:

user15 user
progmgrs group

Members:
user15 user
betamgrs group
techs gdm
tech25 remote
nyc5555 blind

show list detail public number 5 というコマンドを使用した場合も、上記と同じ出力が表示されます。
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同報リストの表示
所有者のリストの表示

次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドは、特定のユーザまたはグループが所有するパブ

リックおよびプライベート リストを表示します。

show lists owner owner-id

ここで、owner-id はユーザまたはグループの名前です。owner-id が存在しない場合は、エラー メッ

セージが表示されます。

このコマンドにより、指定された所有者に属するすべてのパブリックおよびプライベート リストにつ

いて、リストの番号、名前、およびタイプが表示されます。リストはアルファベット順に整列され、プ

ライベート リストに続いてパブリック リストが表示されます。

このコマンドの出力は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show lists owner user15

Owner: user15
List Number List Name List Type
4 projectteam Private List
5 engineers Public List
25 managers Public List

プライベート同報リストの詳細の表示

次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドは、特定のユーザに関する特定のプライベート同報

リストの詳細を表示します。

show list detail private {name list-name | number list-number} owner owner-id

ここで、list-name はプライベート リストの名前、list-number はプライベート リストの番号、

owner-id はユーザの名前です。list-name、list-number、または owner-id が存在しない場合は、エラー 
メッセージが表示されます。

このコマンドにより、指定されたプライベート同報リストのリスト番号、リスト名、所有者、メン

バー、およびメンバー タイプが表示されます。

このコマンドの出力は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show list detail private name projectteam owner user15
Number: 4
Name: projectteam
Type: Private
Description: 
Owner:

user15
Members:

tech1 user
tech2 user
testers group
tech10 remote

show lists detail private number 4 owner user15 というコマンドを使用した場合も、上記と同じ出力

が表示されます。
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同報リストの削除
TUI と GUI には、プライベート同報リストおよびパブリック同報リストを削除するためのオプション

が用意されています。また、CLI にはローカル システム上のパブリック リストを削除するためのコマ

ンドが用意されています。

パブリック同報リストを削除するには、次の Cisco Unity Express 設定モードのコマンドを使用します。

list number list-number delete

ここで、list-number はパブリック同報リストの番号です。

次の例では、ローカル システムから番号 10 のリストが削除されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# list number 10 delete
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#
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この章では、セキュリティ証明書を設定および管理する手順について説明します。この章は、次の項で

構成されています。

• 「セキュリティの概要」（P.291）

• 「証明書とプライベート キーの入手」（P.292）

• 「証明書とキーのペアの表示」（P.293）

• 「デフォルトの証明書とキーのペアの変更」（P.293）

• 「証明書とキーのペアの削除」（P.294）

セキュリティの概要
Cisco Unity Express には、セキュリティ証明書を設定し、管理するためのインフラストラクチャが用

意されています。

この証明書を入手するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 512 ～ 2048 の絶対値サイズで RSA 暗号アルゴリズムを使用し、自己署名証明書を生成します。

（注） 自己署名証明書の場合、一部のクライアントは警告メッセージを表示し、ユーザに証明書

の承認を要求します。

• Certificate Authority（CA; 証明機関）から証明書を入手します。Cisco Unity Express コンソールか

らこれらの証明書をインポートするか、FTP サーバまたは HTTP サーバからアップロードします。

証明書は、Distinguished Encoding Rules（DER）または Privacy Enhanced Mail（PEM; プライバシー 
エンハンスト メール）のいずれかの符号化形式を使用します。

セキュアな接続を確立するために証明書を必要とする任意の機能で、このインフラストラクチャを使用

できます。

（注） この設定とインフラストラクチャは、Cisco Unity Express デバイスだけに適用されます。その

他のデバイスについては、それぞれのデバイスのドキュメントを参照してください。
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証明書とプライベート キーの入手
SSL 用に IMAP サーバを設定し、SSL 接続を許可するためには、Cisco Unity Express にデフォルトの

証明書とプライベート キーが必要です。証明書とキーのペアを入手するには、次の 2 つの手順があり

ます。

• 証明書とキーのペアの生成：コマンドでペアを自動的に生成します。

• 証明書とキーのペアのインポート：コマンドで、コンソールまたはリモート サーバからペアをイ

ンポートします。

証明書とキーのペアの生成

Cisco Unity Express 設定モードで開始し、次のコマンドを使用して、Cisco Unity Express システムに

証明書とキーのペアを生成します。

crypto key generate [rsa {label label-name | modulus modulus-size} | default]

ここで、rsa はサポートされる暗号化アルゴリズム、label-name は証明書とキーのペアに割り当てられ

る名前、modulus-size はキーを生成するために使用する 512 と 2048 の間の数値で、default はシステ

ムのデフォルトとして生成される証明書とキーのペアを指定します。キーワードを選択しない場合、ま

たはラベルを指定しない場合は、形式 hostname.domainname の名前で証明書とキーのペアが自動的に

生成されます。

次の例では、ラベル alphakey.myoffice を持つデフォルトの証明書とキーのペアが生成されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key generate label alphakey.myoffice modulus 600 default
se-10-0-0-0(config)# end

証明書とキーのペアのインポート

Cisco Unity Express 設定モードで開始し、次のコマンドを使用して、証明書とキーのペアをインポー

トします。

crypto key import rsa label label-name {der url {ftp: | http:} | pem {terminal | url {ftp: | http:}} 
[default]

ここで、パラメータは次のように定義されています。

• rsa は、サポートされる暗号化アルゴリズムです。

• label label-name は、証明書とキーのペアに割り当てられる名前です。

• der および pem は、インポートされる証明書の符号化形式です。

• terminal は、コンソールからインポートすることを示します。

• url {ftp: | http:} は、指定した URL のリモート サーバからインポートすることを示します。

• default は、システムのデフォルトとしてインポートした証明書とキーのペアを指定します。

このコマンドでは、証明書とプライベート キーの情報を要求されます。

次の例では、ラベル alphakey.myoffice を持つデフォルトの証明書とキーのペアがインポートされます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# crypto key import rsa label alphakey.myoffice pem terminal

Enter certificate...
End with a blank line or “quit” on a line by itself
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証明書とキーのペアの表示
Enter private key...
Private key passphrase?
End with a blank line or “quit” on a line by itself

quit

Import succeeded.

証明書とキーのペアの表示
Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用すると、システム上のすべての証明

書とキーのペアのリストを表示したり、特定の証明書とキーのペアを表示できます。

show crypto key {all | label label-name}

ここで、all でシステム上のすべての証明書とキーのペアが表示され、label label-name では指定した

証明書とキーのペアの情報が表示されます。

次の例は、show crypto key コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show crypto key label alphakey.myoffice

Label name: alphakey.myoffice [default]
Entry type:Key Entry
Creation date: Mon Jun 10 14:23:09 PDT 2002
Owner: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Issuer: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Valid from: Mon Jun 10 14:23:06 PDT 2002 until: Sun Sep 08 14:23:06 PDT 2002

デフォルトの証明書とキーのペアの変更
Cisco Unity Express 設定モードで次のコマンドを使用して、証明書とキーのペアをシステムのデフォ

ルトとして指定します。

[no] crypto key label label-name default

ここで label label-name は、新しいシステムのデフォルトとして指定する証明書とキーのペアです。

システムに複数の証明書とキーのペアが存在し、どれもシステムのデフォルトではない場合は、このコ

マンドを使用していずれかのペアをシステムのデフォルトとして指定します。

デフォルトの証明書とキーのペアが存在する場合、別のペアをデフォルトとして指定すると、 初のペ

アからデフォルト ステータスが自動的に削除されます。

このコマンドの no 形式は、証明書とキーのペアを削除せず、システム デフォルトの指定だけを削除し

ます。

証明書とキーのペアが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。
293
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

セキュリティの設定

証明書とキーのペアの削除
証明書とキーのペアの削除
Cisco Unity Express 設定モードで開始し、次のコマンドを使用して、証明書とキーのペアを削除します。

crypto key delete {all | label label-name}

ここで、all でシステム上のすべての証明書とキーのペアが削除され、label label-name では指定した

証明書とキーのペアの情報が削除されます。

次の例は、alphakey.myoffice というラベルの付いた証明書とキーのペアを削除します。

se-10-0-0-0#  config t
se-10-0-0-0(config)#  crypto key delete label alphakey.myoffice
se-10-0-0-0(config)# end

証明書とキーのペアが存在しない場合は、エラー メッセージが表示されます。
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Cisco Unity Express のバックアップ機能および復元機能は、FTP サーバを使用してデータを格納およ

び取得します。バックアップ機能は Cisco Unity Express アプリケーションから FTP サーバにファイル

をコピーし、復元機能は FTP サーバから Cisco Unity Express アプリケーションにファイルをコピーし

ます。FTP サーバはネットワークのどこに配置してもかまいません。ただし、バックアップ機能およ

び復元機能がその FTP サーバに IP アドレスまたはホスト名を使用してアクセスできることが条件とな

ります。

バックアップを定期的に実行して、ボイスメール メッセージとコンフィギュレーション データを保存

することをお勧めします。

backup コマンドおよび restore コマンドは、設定モードとオフライン モードで使用できます。

• 設定モードでは、コマンドを使用して次のパラメータを設定することができます。

– 格納するバックアップ ファイルの数（ も古いファイルが削除される）。

– ファイルの格納先になる FTP サーバの URL。

• オフライン モードでは、バックアップ手順または復元手順を実行します。次の事項を決定します。

– バックアップするファイルのタイプ：すべてのファイル（コンフィギュレーションおよびデー

タ）、コンフィギュレーション ファイルだけ、またはデータ ファイルだけ。データ ファイル

は、ボイスメール メッセージで構成されます。コンフィギュレーション ファイルは、それ以

外のすべてのシステム パラメータおよびアプリケーション パラメータで構成されます。

– ファイルの格納先になる FTP サーバの URL。

注意 オフライン モードでは既存のボイスメール通話、IMAP および VoiceView Express セッションがす

べて終了します。新しいボイスメール通話は許可されません。自動受付への通話は許可されます。

バックアップは、通話がアクティブでないときに行うことをお勧めします。

この章は、次の項で構成されています。

• 「制約事項」（P.296）

• 「バックアップ パラメータの設定」（P.296）

• 「ファイルのバックアップ」（P.298）

• 「ファイルの復元」（P.301）

• 「コンフィギュレーションのコピー」（P.305）

• 「工場出荷時のデフォルト値の復元」（P.307）

• 「SFTP を使用したバックアップおよび復元」（P.308）

• 「SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証」（P.309）
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制約事項
• 「サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名」（P.312）

• 「バックアップ ファイルの PIN の暗号化」（P.314）

• 「スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定」（P.314）

制約事項
Cisco Unity Express では、次のバックアップ機能および復元機能はサポートされていません。

• Cisco Unity Express 7.1 よりも前のバージョンでスケジュール設定したバックアップ。バックアッ

プと復元の作業は、適切なコマンドを入力したときに開始されます。Cisco Unity Express 7.1 以降

でのバックアップのスケジュール設定については、「スケジュール設定したバックアップ ジョブの

設定」（P.314）を参照してください。

• メッセージの格納域の配置の一元化。Cisco Unity Express バックアップ ファイルを他のメッセー

ジ ストアと併用または統合することはできません。

• 選択的なバックアップおよび復元。完全バックアップ機能および完全復元機能だけが使用できま

す。個々のボイスメール メッセージやその他の特定のデータを保存または取得することはできま

せん。

バックアップ パラメータの設定
バックアップ パラメータは、Cisco Unity Express バックアップ ファイルの格納に使用する FTP サーバ

と、システムによって も古いファイルが削除されるまで格納するバックアップの数を定義します。

Cisco Unity Express バックアップ ファイルはすべて、指定されたサーバ上に格納されます。必要に応

じて、バックアップ ファイルを他のロケーションまたはサーバにコピーできます。

Cisco Unity Express は、バックアップが成功するたびに、ID を自動的に割り当てます。バックアップ

の復元には、このバックアップ ID を使用してください。

前提条件

• バックアップ サーバが設定されていることを確認します。

• FTP サーバにログイン可能な FTP 管理者またはその他のユーザが、ファイルとディレクトリに対

する読み取り、書き込み、上書き、作成、削除など、FTP サーバ上ですべての権限を持っているこ

とを確認します。

この手順に必要なデータ

• も古いバックアップが上書きされるまで保存するリビジョンの数

• FTP サーバの URL

• FTP サーバ ログインのユーザ ID とパスワード

概略手順

1. config t

2. backup {revisions number | server url ftp-url username ftp-username password ftp-password}
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バックアップ パラメータの設定
3. exit

4. show backup

詳細手順

例

次の例は、バックアップ サーバが設定され、show backup の出力結果を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0#(config)# backup server url ftp://172.16.0.0/backups username admin password 
voice
se-10-0-0-0#(config)# backup revisions 10
se-10-0-0-0#(config)# exit
se-10-0-0-0#

se-10-0-0-0# show backup
Server URL:                             ftp://172.16.0.0/backups
User Account on Server:                 admin
Number of Backups to Retain:            10
se-10-0-0-0#

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 backup {revisions number | server url ftp-url username 
ftp-username password ftp-password}

例：

se-10-0-0-0(config)# backup server url 
ftp://main/backups username “admin” password “wxyz”
se-10-0-0-0(config)# backup server url 
ftp://172.168.10.10/backups username “admin” 
password “wxyz”
se-10-0-0-0(config)# backup revisions 5

バックアップ パラメータを設定します。

• server url：ftp-url 値は、バックアップ ファイ

ルを格納するネットワーク FTP サーバの URL 
です。ftp-username 値と ftp-password 値は、

ネットワーク FTP サーバ用のユーザ ID とパス

ワードです。

（注） バックアップ リビジョンを設定するには、

事前にバックアップ サーバを設定しておく

必要があります。

• revisions：格納するバックアップ ファイルの

数。この数に達すると、システムは も古い格

納ファイルを削除します。

例では、main は FTP サーバのホスト名で、

backups はバックアップ ファイルを格納する

ディレクトリです。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show backup

例：

se-10-0-0-0# show backup

バックアップ サーバのコンフィギュレーション情報

を表示します。この情報には、FTP サーバの URL 
やリビジョンの数などがあります。
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ファイルのバックアップ
ファイルのバックアップ
使用可能なバックアップ要求には、data only、configuration only、または all の 3 つのタイプがあります。

• データ：ボイスメール グリーティングとボイスメール メッセージをバックアップします。

• 設定：音声名、カスタム スクリプト、カスタム プロンプトなどのシステム設定をバックアップし

ます。現在使用中の設定を表示するには、show run コマンドを使用します。

• すべて：すべてのデータおよび設定情報をバックアップします。

バックアップを実行できるのはオフライン モードのときだけです。

Cisco Unity Express は自動的にバックアップ ファイルに番号と日付を割り当て、backupid フィール

ドでリビジョン番号を識別します。

実行するバックアップのタイプとタイミングが異なると、データ バックアップとコンフィギュレーショ

ン バックアップのバックアップ ID も異なります。たとえば、 後のデータ バックアップの ID が 3 で、

後のコンフィギュレーション バックアップの ID が 4 だとします。「all」バックアップを実行すると、

データとコンフィギュレーションの両方についてバックアップ ID が 5 になる場合があります。

ファイルを復元する場合は、使用するバックアップ ファイルのバックアップ ID を参照してください。

バックアップ ID のリストを表示するには、show backup server コマンドを使用します。

（注） システム ファイルやアプリケーション ファイルに変更を加えるたびに、コンフィギュレーション ファ

イルをバックアップすることをお勧めします。ハードウェア障害などによるデータ損失を 小限に抑え

るには、データ ファイル（ボイス メッセージを含む）を定期的にバックアップする必要があります。

注意 オフライン モードでは既存のボイスメール通話がすべて終了され、新しいボイスメール通話は許可

されません。自動受付への通話は許可されます。電話ユーザが通話上でアクティブでない場合に、

バックアップを行うことをお勧めします。

概略手順

1. offline

2. backup category {all | configuration | data}

3. continue

4. show backup history

5. show backup server
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ファイルのバックアップ
詳細手順

例

バージョン 7.1 以前での show backup history コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup history

#Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1
Description: test backup 1
Date:          Sun Jun 13 12:32:48 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 offline

例：

se-10-0-0-0# offline

オフライン モードを開始します。アクティブなボイ

スメール通話はすべて終了します。

ステップ 2 backup category {all | configuration | data}

例：

se-10-0-0-0(offline)# backup category all
se-10-0-0-0(offline)# backup category configuration
se-10-0-0-0(offline)# backup category data

バックアップおよび復元するデータのタイプを指定

します。

ステップ 3 continue

例：

se-10-0-0-0(offline)# continue

オフライン モードを終了し、EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show backup history

例：

se-10-0-0-0# show backup history

バックアップと復元の手順、およびそれらの結果

（成功または失敗）を表示します。

（注） Cisco Unity Express 8.0 以降では、show 
restore history コマンドを使用して復元ス

テータスを表示します。

ステップ 5 show backup server

例：

se-10-0-0-0# show backup server

バックアップ サーバで使用できるバックアップ ファ

イル、各バックアップの日付、およびバックアップ 
ファイルの ID を表示します。
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Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:57 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Restore
Backupid:      2
Restoreid:     1
Description:
Date:          Sun Jun 13 12:37:52 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Restore
Backupid:      2
Restoreid:     1
Description:
Date:          Sun Jun 13 12:38:00 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

バージョン 8.0 以降での show backup history コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup history

aaa# show backup history
#Start Operation 
Category: Configuration 
Backup Server: ftp://192.1.1.31/backups 
Operation: Backup 
Backupid: 7 
Date: Wed Feb 17 23:19:48 EST 2010 
Result: Success 
Reason:
Version: 8.0.0.1
#End Operation 

#Start Operation 
Category: Data 
Backup Server: ftp://192.1.1.31/backups 
Operation: Backup 
Backupid: 7 
Date: Wed Feb 17 23:19:48 EST 2010 
Result: Success 
Reason: 
Version: 8.0.0.1 
#End Operation 

#Start Operation 
Category: HistoricalData 
Backup Server: ftp://192.1.1.31/backups 
Operation: Backup 
Backupid: 7 
Date: Wed Feb 17 23:19:49 EST 2010 
Result: Success 
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Reason:
Version: 8.0.0.1 
#End Operation 

#Start Operation
Category: Configuration 
Backup Server: ftp://192.1.1.31/backups 
Operation: Backup 
Backupid: 8 
Date: Fri Feb 19 14:36:33 EST 2010 
Result: Success 
Reason:
Version: 8.0.0.1 
#End Operation 

show backup server コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup server 

Category:       Data
Details of last 5 backups
Backupid:     1
Date:         Tue Jul 22 10:55:52 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     2
Date:         Tue Jul 29 18:06:33 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     3
Date:         Tue Jul 29 19:10:32 PDT 2003
Description:  

Category:       Configuration
Details of last 5 backups
Backupid:     1
Date:         Tue Jul 22 10:55:48 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     2
Date:         Tue Jul 29 18:06:27 PDT 2003
Description:  
 

Backupid:     3
Date:         Tue Jul 29 19:10:29 PDT 2003
Description:  

se-10-0-0-0#

ファイルの復元
バックアップ ファイルを作成したら、必要に応じてバックアップ ファイルを復元できます。復元はオ

フライン モードで実行します。オフライン モードでは、アクティブなボイスメール通話、IMAP およ

び VoiceView Express セッションがすべて終了します。新しいボイスメール通話、新しい IMAP およ

び VoiceView Express セッションは許可されません（自動受付への通話は許可されます）。そのため、

電話ユーザによる電話機の使用率が も低い時間に復元を実行することを考慮する必要があります。

復元するファイルのバックアップ ID を調べるには、show backup server コマンドを使用します。
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ファイルの復元
概略手順

1. show backup server

2. offline

3. restore id backupid category {all | configuration | data} 

4. show backup history

5. reload

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 show backup server

例：
se-10-0-0-0# show backup server

データおよびコンフィギュレーションのバックアッ

プ ファイルが一覧表示されます。復元するファイル

のリビジョン番号については、バックアップ ID 
フィールドを参照してください。

ステップ 2 offline

例：
se-10-0-0-0# offline

オフライン モードを開始します。アクティブなボイ

スメール通話はすべて終了します。

ステップ 3 restore id backupid category {all | configuration | 
data}

例：
se-10-0-0-0(offline)# restore id 22 category all
se-10-0-0-0(offline)# restore id 8 category 
configuration
se-10-0-0-0(offline)# restore id 3 category data

復元対象のバックアップ ID backupid 値とファイル 
タイプを指定します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

show backup history

例：
se-10-0-0-0# show backup history

（Cisco Unity Express version 7.2 以前）バックアッ

プ手順と復元手順、およびこれらの操作が成功した

か失敗したかを表示します。

show restore history

例：
se-10-0-0-0# show restore history

（Cisco Unity Express version 8.0 以降）復元手順、

およびこれらの操作が成功したか失敗したかを表示

します。

ステップ 5 reload

例：
se-10-0-0-0(offline)# reload

Cisco Unity Express モジュールをリセットして、復

元された値を有効にします。
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ファイルの復元
例

バックアップ サーバの例を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup server 

Category:       Data
Details of last 5 backups
Backupid:     1
Date:         Tue Jul 22 10:55:52 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     2
Date:         Tue Jul 29 18:06:33 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     3
Date:         Tue Jul 29 19:10:32 PDT 2003
Description:  

Category:       Configuration
Details of last 5 backups
Backupid:     1
Date:         Tue Jul 22 10:55:48 PDT 2003
Description:  
 
Backupid:     2
Date:         Tue Jul 29 18:06:27 PDT 2003
Description:  
 

Backupid:     3
Date:         Tue Jul 29 19:10:29 PDT 2003
Description:  

se-10-0-0-0# 

Cisco Unity Express バージョン 7.2 以前では、show backup history コマンドを使用して復元履歴を表

示します。Cisco Unity Express バージョン 8.0 以降では、show restore history コマンドを使用して復

元履歴を表示します。

Cisco Unity Express バージョン 7.2 以前での復元履歴の例を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup history

Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      1
Restoreid:     -1
Description:   test backup 1
Date:          Sun Jun 13 12:23:38 PDT 1993
Result:        Failure
Reason:        Script execution failed: /bin/BR_VMConfg_backup.sh: returnvalue:1
 ; Server Url:ftp://10.100.10.215/CUE_backup: returnvalue:9 Unable to authenticate
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
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ファイルの復元
Backupid:      1
Restoreid:     -1
Description:   test backup 1
Date:          Sun Jun 13 12:23:44 PDT 1993
Result:        Failure
Reason:        Script execution failed: /bin/BR_VMData_backup.sh: returnvalue:1
Voicemail Backup failed; Server Url:ftp://10.100.10.215/CUE_backup: returnvalue:9
 Unable to authenticate
#End Operation

#Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1
Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:48 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

#Start Operation
Category:      Data
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Backup
Backupid:      2
Restoreid:     -1
Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:57 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
#End Operation

Cisco Unity Express versions 8.0 以降での復元履歴の例を次に示します。

se-10-0-0-0# show restore history

#Start Operation
Category:      Configuration
Backup Server: ftp://10.100.10.215/CUE_backup
Operation:     Restore
Backupid:      129
Restoreid:     15
Description:   CUE test backup
Date:          Sun Jun 13 12:32:48 PDT 1993
Result:        Success
Reason:
Version: 8.0.0.1 
#End Operation
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コンフィギュレーションのコピー
次の Cisco Unity Express EXEC コマンドを使用すると、スタートアップ コンフィギュレーションと実

行コンフィギュレーションを、フラッシュ メモリ、ネットワーク FTP サーバ、およびネットワーク 
TFTP サーバとの間でコピーすることができます。

フラッシュ メモリから別のロケーションへのコピー

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用して、フラッシュ メモリ内のスター

トアップ コンフィギュレーションを別のロケーションにコピーします。

copy startup-config {ftp: user-id:password@ftp-server-address/[directory] | 
tftp:tftp-server-address} filename

このコマンドは対話形式で、ユーザに情報の入力を求めます。パラメータを 1 行に入力することはでき

ません。次の例は、このプロセスを示しています。

この例では、スタートアップ コンフィギュレーションが FTP サーバにコピーされます。FTP サーバ

は、ファイルの転送時にユーザ ID とパスワードを要求します。FTP サーバの IP アドレスは 
172.16.231.193 です。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルは、start というファイル名で 
FTP サーバに保存されます。

se-10-0-0-0# copy startup-config ftp
Address or name of remote host? admin:voice@172.16.231.193
Source filename? start

次の例では、スタートアップ コンフィギュレーションが TFTP サーバにコピーされます。TFTP サーバ

は、ユーザ ID とパスワードを要求しません。TFTP サーバの IP アドレスは 172.16.231.190 です。ス

タートアップ コンフィギュレーションは、temp_start というファイル名で、configs という TFTP ディ

レクトリに保存されます。

se-10-0-0-0# copy startup-config tftp
Address or name of remote host? 172.16.231.190/configs
Source filename? temp_start

ネットワーク FTP サーバから別のロケーションへのコピー

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用して、ネットワーク FTP サーバ コン

フィギュレーションを別のロケーションにコピーします。

copy ftp: {running-config | startup-config} user-id:password@ftp-server-address/[directory] 
filename

キーワードまたは引数 説明

ftp: user-id:password@ FTP サーバのユーザ ID およびパスワード。エントリに、コロン（:）と

アット マーク（@）を含めます。

ftp-server-address FTP サーバの IP アドレス。

/directory （オプション）コピーされたファイルが常駐する TFTP サーバ上のディ

レクトリ。使用する場合は、スラッシュ（/）の前に名前を入力します。

tftp:tftp-server-address TFTP サーバの IP アドレス。

filename コピーされたスタートアップ コンフィギュレーションを格納するコピー

先ファイルの名前。
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このコマンドは対話形式で、ユーザに情報の入力を求めます。パラメータを 1 行に入力することはでき

ません。次の例は、このプロセスを示しています。

この例では、FTP サーバがユーザ ID とパスワードを要求します。FTP サーバの IP アドレスは 
10.3.61.16 です。FTP サーバの configs ディレクトリにある start ファイルが、スタートアップ コン

フィギュレーションにコピーされます。

se-10-0-0-0# copy ftp: startup-config 
!!!WARNING!!! This operation will overwrite your startup configuration.
Do you wish to continue[y]? y
Address or name or remote host? admin:voice@10.3.61.16/configs 
Source filename? start

フラッシュから別のロケーションへの実行コンフィギュレーションの
コピー

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用して、フラッシュ メモリ内の実行コ

ンフィギュレーションを別のロケーションにコピーします。

copy running-config {ftp: user-id:password@ftp-server-address/[directory] |
startup-config | tftp:tftp-server-address} filename

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーするときは、コマン

ドを 1 行に入力します。

FTP サーバまたは TFTP サーバにコピーするときは、このコマンドは対話形式になり、ユーザに情報

の入力を求めます。パラメータを 1 行に入力することはできません。次の例は、このプロセスを示して

います。

キーワードまたは引数 説明

running-config フラッシュ メモリ内のアクティブなコンフィギュレーション。

startup-config フラッシュ メモリ内のスタートアップ コンフィギュレーション。

user-id:password@ FTP サーバのユーザ ID およびパスワード。エントリに、コロン（:）
とアット マーク（@）を含めます。

ftp-server-address FTP サーバの IP アドレス。

/directory （オプション）ファイルを取得するためのディレクトリ名。使用する場

合は、スラッシュ（/）の前に名前を入力します。

filename コピー元のソース ファイルの名前。

キーワードまたは引数 説明

ftp: user-id:password@ FTP サーバのユーザ ID およびパスワード。エントリに、コロン（:）
とアット マーク（@）を含めます。

ftp-server-address FTP サーバの IP アドレス。

/directory （オプション）コピーされたファイルが常駐する FTP サーバ上のディレ

クトリ。使用する場合は、スラッシュ（/）の前に名前を入力します。

startup-config フラッシュ メモリ内のスタートアップ コンフィギュレーション。

tftp:tftp-server-address TFTP サーバの IP アドレス。

filename コピーされた実行コンフィギュレーションを格納するコピー先ファイ

ルの名前。
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次の例では、実行コンフィギュレーションが FTP サーバにコピーされます。FTP サーバは、ユーザ ID 
とパスワードを要求します。FTP サーバの IP アドレスは 172.16.231.193 です。実行コンフィギュレー

ションは、ファイル saved_start として configs ディレクトリにコピーされます。

se-10-0-0-0# copy running-config ftp:
Address or name of remote host? admin:voice@172.16.231.193/configs
Source filename? saved_start

次の例では、実行コンフィギュレーションはファイル start としてスタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーされます。このインスタンスでは、コマンドは 1 行に入力します。

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

別のロケーションへのネットワーク TFTP コンフィギュレーションのコピー

Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、次のコマンドを使用して、ネットワーク TFTP コンフィ

ギュレーションを別のロケーションにコピーします。

copy tftp: {running-config | startup-config} tftp-server-address/[directory] filename

このコマンドは対話形式で、ユーザに情報の入力を求めます。パラメータを 1 行に入力することはでき

ません。次の例は、このプロセスを示しています。

この例では、TFTP サーバの IP アドレスは 10.3.61.16 です。TFTP サーバの configs ディレクトリにあ

る start ファイルが、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。

se-10-0-0-0# copy tftp: startup-config
!!!WARNING!!! This operation will overwrite your startup configuration.
Do you wish to continue[y]? y
Address or name of remote host? 10.3.61.16/configs
Source filename? start

工場出荷時のデフォルト値の復元
Cisco Unity Express には、システム全体に関する工場出荷時のデフォルト値を復元するコマンドが用

意されています。システムを工場出荷時のデフォルトに復元すると、現在のコンフィギュレーションは

消去されます。この機能はオフライン モードで使用できます。

注意 この操作は元に戻せません。データ ファイルとコンフィギュレーション ファイルはすべて消去され

ます。この機能を使用するときは注意してください。この機能を使用する前に、システムの完全

バックアップを実行することをお勧めします。

キーワードまたは引数 説明

running-config フラッシュ メモリ内のアクティブなコンフィギュレーション。

startup-config フラッシュ メモリ内のスタートアップ コンフィギュレーション。

tftp-server-address TFTP サーバの IP アドレス。

/directory （オプション）コピーされたファイルが常駐する TFTP サーバ上のディ

レクトリ。使用する場合は、スラッシュ（/）の前に名前を入力します。

filename コピー元のソース ファイルの名前。
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SFTP を使用したバックアップおよび復元
システムがクリーンな状態になると、システムがリロードすることを示すメッセージが表示され、シス

テムがリロードを開始します。リロードが完了すると、管理者はインストール後のプロセスを実行する

よう求められます。

グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）にログインすると、初期化ウィザードを実行するオプ

ションが使用可能になります。

システムを Cisco Unity Express の工場出荷時のデフォルト値にリセットするには、次の手順を実行し

ます。

ステップ 1 se-10-0-0-0# offline

このコマンドは、システムをオフライン モードにします。

ステップ 2 (offline)# restore factory default

This operation will cause all the configuration and data on the system to be erased. This 
operation is not reversible. Do you wish to continue? (n)

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• システムのコンフィギュレーションおよびデータを維持する場合は、n を入力します。

操作がキャンセルされます。ただし、システムはオフライン モードのままになります。オンライ

ン モードに戻るには、continue を入力します。

• システムのコンフィギュレーションおよびデータを消去する場合は、y を入力します。

システムがクリーンな状態になると、システムがリロードを開始することを示すメッセージが表示

されます。リロードが完了すると、インストール後のプロセスを開始するよう求められます。

SFTP を使用したバックアップおよび復元 
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.308）

• 「SFTP を使用したバックアップおよび復元の設定」（P.309）

概要

リリース 3.0 以降では、Secure File Transfer Protocol（SFTP; セキュア ファイル転送プロトコル）を使

用して Cisco Unity Express アプリケーションとバックアップ サーバの間でファイルを転送できます。

SFTP では、FTP にはないデータ整合性と機密性が提供されます。

SFTP は Secure Shell トンネル バージョン 2（SSHv2）に基づいているため、この機能では SSHv2 
サーバだけがサポートされています。

SFTP を通じてバックアップおよび復元を実行するには、sftp://hostname/dir の形式でバックアップ 
サーバの URL を設定し、サーバにログインするためのユーザ名とパスワードも設定する必要がありま

す。バックアップ サーバでは、SFTP サブシステムを有効にした SSH デーモンが実行されている必要

があります。SSH プロトコルでは、さまざまなユーザ認証スキームを使用できます。ただし、バー

ジョン 3.2 では、パスワード認証だけがサポートされています。
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SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証
SFTP を使用したバックアップおよび復元の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

必要なデータはありません。

概略手順

1. config t

2. backup {revisions number | server url sftp-url username sftp-username password sftp-password}

3. end

詳細手順

SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証 
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.308）

• 「SSH ホスト キーを使用しないバックアップ サーバ認証の設定」（P.310）

• 「SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証の設定」（P.311）

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 backup {revisions number | server url sftp-url 
username sftp-username password sftp-password}

例：

se-10-0-0-0(config)# backup server url 
sftp://branch/vmbackups username admin password 
mainserver

指定した SFTP サーバまたは FTP サーバに対して

バックアップを実行します。SFTP を使用するには、

URL を sftp://hostname/directory の形式にする必要

があります。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証
概要

リリース 3.0 以降では、バックアップまたは復元の操作を開始する前に、SSH プロトコルを使用して

バックアップ サーバを認証できます。SSH プロトコルは、サーバの認証のためにパブリック キー暗号

化を使用します。

この機能では、サーバを認証するための次の 2 つの方法が用意されています。

• 信頼されたバックアップ サーバの URL だけに基づいてセキュアな接続を確立する。

• セキュアな接続を確立するために、バックアップ サーバのフィンガープリントを入手して使用す

る。このフィンガープリントは、ホスト キーまたはプライベート キーとも呼ばれます。

初の方法は 2 番目の方法よりも簡単ですが、ユーザがバックアップ サーバのプライベート ホスト 
キーを知る必要がないため、セキュリティが低くなります。ただし、信頼されるバックアップ サーバ

の URL がわかっている場合は、一般的に安全です。この場合、バックアップ サーバは、そのプライ

ベート ホスト キーをクライアントに安全に提供できます。

いずれの場合にも、サーバの認証が有効になっている場合、システムは、サーバから受け取ったキーの

フィンガープリントと事前に設定された文字列を比較することにより、SSH サーバのプライベート ホ
スト キーを検証します。2 つのフィンガープリントが一致しない場合、SSH ハンドシェイクは失敗し、

バックアップ操作または復元操作は行われません。

この機能の設定に GUI を使用することはできず、CLI を使用する必要があります。

次の項で、両方の方法について説明します。

SSH ホスト キーを使用しないバックアップ サーバ認証の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

サーバのフィンガープリント（プライベート ホスト キー）を知ることなく、バックアップ サーバの 
SSH 認証を可能にするには、信頼されるバックアップ サーバの URL を知っている必要があります。

概略手順

1. config t

2. backup server url sftp://url

3. backup server authenticate

4. end

5. show security ssh knowhost
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SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証
詳細手順

SSH ホスト キーを使用したバックアップ サーバ認証の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

バックアップ サーバのフィンガープリント（プライベート ホスト キー）を使用して、SSH 認証を有効

にするには、その前にバックアップ サーバで ssh-keygen ルーチンを実行し、「アウトオブバンド」で

フィンガープリントを取得する必要があります。このルーチンは OpenSSH パッケージに含まれていま

す。次の例は、このコマンドとその出力結果を示しています。

ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

1024 4d:5c:be:1d:93:7b:7c:da:56:83:e0:02:ba:ee:37:c1 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

概略手順

1. config t

2. security ssh knownhost host {ssh-rsa | ssh-dsa} fingerprint-string

3. end

4. show security ssh knowhost

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 backup server url sftp://url

例：

se-10-0-0-0(config)# backup server url 
sftp://company.com/server22

バックアップ サーバとの初期接続を確立します。

ステップ 3 backup server authenticate

例：

se-10-0-0-0(config)# backup server authenticate 

バックアップ サーバのホスト キーのフィンガープリ

ントを取得し、安全な SSH 接続を確立します。

ステップ 4 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show security ssh knownhost

例：

se-10-0-0-0(config)# show security ssh knownhost

設定した SSH サーバおよびそのフィンガープリント

のリストを表示します。
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サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名
詳細手順

サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名 
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.312）

• 「サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名の設定」（P.313）

概要

リリース 3.0 以降では、バックアップされるコンフィギュレーション ファイルとデータ ファイルを

バックアップ サーバに転送する前に、署名と暗号化を使用してファイルを保護できます。

この機能を有効にするには、マスター キーを設定する必要があります。このマスター キーから、暗号

化キーと署名キー（セッション キーと呼ばれる）が生成されます。バックアップ ファイルは、バック

アップ サーバに送信する前に暗号化および署名されます。ファイルを復元する場合は、マスター キー

を使用してファイルの整合性を検証し、それに従って復号します。復元処理を開始する前に同じマス

ター キーを設定した場合は、Cisco Unity Express 3.1 以降のバージョンを実行している他の任意のマ

シンにバックアップ ファイルを復元することもできます。スケジュール設定したバックアップの自動

化を容易にするため、マスター キーはホスティング デバイスに安全に保存されます。これは、バック

アップ内容に含まれません。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security ssh knownhost host {ssh-rsa | ssh-dsa} 
fingerprint-string

例：

se-10-0-0-0(config)# security ssh knownhost 
server.cisco.com ssh-rsa 
a5:3a:12:6d:e9:48:a3:34:be:8f:ee:50:30:e5:e6:c3

次の引数とキーワードを使用して、SSH サーバのホ

スト キーの MD5 フィンガープリントを設定します。

host：SSH サーバの完全修飾ホスト名または IP アド

レス。

ssh-rsa：SSH サーバのホスト キーに対するこの

フィンガープリントの作成に RSA アルゴリズムが使

用された。

ssh-dsa：SSH サーバのホスト キーに対するこの

フィンガープリントの作成に DSA アルゴリズムが使

用された。

fingerprint-string：MD5 フィンガープリント文字列。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show security ssh knownhost

例：

se-10-0-0-0(config)# show security ssh knownhost

設定した SSH サーバおよびそのフィンガープリント

のリストを表示します。
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サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名
復元処理中に、バックアップ内容が改ざんされていることが検出された場合は、復元処理が中断されま

す。システムは停止し、異なるリビジョンを使用した復元など、管理者が何らかの措置を取るまで待機

します。

リスクを許容できる場合は、下位互換性を得るために、未署名のバックアップ ファイルを復元するこ

ともできます。

サーバ上のバックアップ内容の暗号化および署名の設定 

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

必要なデータはありません。

概略手順

1. config t

2. backup security key generate 

3. backup security protected

4. backup security enforced

5. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 backup security key generate 

例：

se-10-0-0-0(config)# backup security key generate

バックアップ ファイルの暗号化および署名に使用す

るマスター キーを作成します。

ステップ 3 backup security protected

例：

se-10-0-0-0(config)# backup security protected 

バックアップ用にセキュア モードを有効にします。

セキュア モードでは、すべてのバックアップ ファイ

ルが暗号化および署名を使用して保護されます。
313
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

データのバックアップおよび復元

バックアップ ファイルの PIN の暗号化
バックアップ ファイルの PIN の暗号化
リリース 3.0 以前は、PIN が LDAP にクリア テキストで格納されたため、バックアップ ファイル内で

参照することができました。これは、ユーザ PIN が LDAP に格納され、それが LDIF 形式でバック

アップされるためです。今回の機能では、PIN を LDAP データベースに格納する前に SHA-1 ハッシュ

暗号化が適用されます。このため、ユーザがボイスメールにログインすると、送信された PIN はハッ

シュ化され、LDAP ディレクトリから取得された PIN アトリビュートと比較されます。

以前のバージョンから移行するには、LDAP ディレクトリでクリア PIN をハッシュ化 PIN に変換する

必要があります。一般的に、この変換は、システムが以前のバージョンからアップグレードされた直

後、または古いバックアップからの復元操作後に行われます。このとき、クリア PIN がデータベース

から削除され、暗号化された PIN に置き換えられます。

SHA-1 を使用した暗号化は元に戻せないため、変換の完了後にこの機能を無効またはオフにし、暗号

化された PIN をクリア形式に復元することはできません。

（注） この機能は GUI または CLI を使用して設定する必要がありません。

スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
リリース 7.1 から、1 回限りのバックアップ ジョブまたは定期的なバックアップ ジョブを設定できるよ

うになりました。

定期的なバックアップ ジョブの場合、次のような周期で繰り返されるようにジョブを設定できます。

• N 日ごとの特定の時刻

• N 週ごとの特定の曜日および時刻

• N ヶ月ごとの特定の月日および時刻

• N 年ごとの特定の月

定期的なスケジュールによるバックアップ ジョブと 1 回限りのスケジュールによるバックアップ ジョ

ブは、それぞれ 5 個まで設定できます。

バックアップ ジョブ（またはスケジュール設定したいずれかのアクティビティ）が開始され実行中の

場合、この時点で開始されるようにスケジュール設定した他のアクティビティは、キューに格納され、

先に実行されているアクティビティが終了するまで待機します。キューには、 大 9 個のアクティビ

ティを格納できます。

ステップ 4 backup security enforced

例：

se-10-0-0-0(config)# backup security enforced

保護された、改ざんされていないバックアップ ファ

イルだけを復元することを指定します。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたは操作 目的
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スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
定期的なスケジュールによるバックアップ スケジュールの個々のインスタンスは削除できません。

バックアップ スケジュールを削除するには、一連のすべてのバックアップ ジョブを削除する必要があ

ります。アクションの開始日と終了日を設定してアクションがアクティブになる時期を指定すること

で、スケジュール設定した任意のアクションを長期間有効化できます。また、アクションの有効期限を

指定しないことで、スケジュール設定したアクションを無期限に停止することもできます。

即時バックアップ要求は、スケジュール設定したバックアップ ジョブよりも常に優先されます。スケ

ジュール設定したバックアップが即時バックアップと同じ時刻に開始されるように設定されている場

合、スケジュール設定したバックアップ ジョブはキューに格納され、即時バックアップが終了するま

で待機してから開始されます。

前提条件

Cisco Unity Express 7.1 以降のバージョン

概略手順

1. backup schedule [name]

2. repeat every {number days at time |number weeks on day | number months on day date | number 
years on month month} at time

（注） repeat every コマンドの代わりに、次のいずれかのコマンドを使用することもできます。

• repeat once at time

• repeat daily at time

• repeat monthly on day date at time

• repeat weekly on day at time

• repeat yearly on month month at time

3. start-date date

4. stop-date date

5. disabled from date to date

6. backup categories [all] [configuration] [data] [HistoricalData] [TimeCardView]

7. end

8. show backup schedules または show schedules

9. show backup schedule detail job job-name または show schedule detail job job-name 
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スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 backup schedule [name]

例：
se-10-0-0-0# backup schedule 22

バックアップ スケジュール設定サブモードを開始し

て、スケジュール設定したバックアップ ジョブを設

定できるようにします。

ステップ 2 repeat every {number days |number weeks on day | 
number months on day date | number years on month 
month} at time time

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# repeat every 2 days at 
time 10:00

定期的なスケジュールによるバックアップの実行頻

度を指定します。1 回限りのバックアップ ジョブを

設定するには、repeat once コマンドを使用します。

また、前述の（注）で示した他の repeat コマンドの

いずれかを使用することもできます。

ステップ 3 start-date date

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# start-date 05/30/2009

スケジュール設定した定期的なバックアップの実行

開始日を指定します。

ステップ 4 stop-date date

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# stop-date 10/20/2009

スケジュール設定した定期的なバックアップの実行

終了日を指定します。

ステップ 5 disabled from date to date

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# disabled from 
10/02/2009 to 10/06/2009

スケジュール設定した定期的なバックアップ ジョブ

を無効にする期間を指定します。

ステップ 6 backup categories [all] [configuration] [data] 
[HistoricalData] [TimeCardView]

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# backup categories 
configuration

バックアップするデータのカテゴリを指定します。

ステップ 7 end

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show schedules
or show backup schedules

例：
se-10-0-0-0# show schedules

（オプション）ローカル システム上で設定されてい

る、定期的なスケジュールによるイベントまたはス

ケジュール設定したバックアップ ジョブをすべて表

示します。

ステップ 9 show schedule detail job job-name 
or show backup schedule detail job job-name 

例：
se-10-0-0-0# show schedule detail job job-22

（オプション）指定した定期的なスケジュールによる

イベントまたはバックアップ ジョブの詳細を表示し

ます。
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スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
例

show backup schedules コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup schedules

Name         Schedule                Next Run       Description   Categories
A22 NOT SET                 NEVER
backup1000   Every 1 days at 12:34   Jun 25, 2002 12:34           Data 
Total: 2

show schedules コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show schedules

Name         Schedule                Next Run       Description   Categories
A22 NOT SET                 NEVER
backup1000   Every 1 days at 12:34   Jun 25, 2002 12:34           Data 
Total: 2

show backup schedule detail job コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show backup schedule detail job job-8

Name job-8
Description main backup
Categories TimeCardView Configuration Data HistoricalData
Schedule Daily at 06:00
Last Run Jan 1, 2009 at 6:00
Last Result Success
Next Run Jan 2, 2009 at 6:00
Active from Jan 01, 2000 until Dec 31, 2009

show schedule detail job コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show schedule detail job job-8

Job Name job-8
Application backup
Description main backup
Schedule    Daily at 06:00
Last Run    5 hours 59 seconds ago
Next Run    in 18 hours 1 seconds
Active          from Jun 25, 2002 until INDEFINITE

スケジュール設定したすべてのバックアップの無効化または再有効化

Cisco Unity Express 8.0 から、スケジュール設定したすべてのバックアップの無効化または再有効化

が、単一コマンドで実行できるようになりました。

前提条件

Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョン
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データのバックアップおよび復元

スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
概略手順

1. backup schedule disable all from date to date

2. no backup schedule disable all

詳細手順

スケジュール設定したバックアップの通知設定

Cisco Unity Express 8.0 から、スケジュール設定したバックアップのステータスについて、特定のユー

ザに通知するようにシステムを設定できるようになりました。

前提条件

Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョン

概略手順

1. backup schedule [name name]

2. backup notification on {success | failure | always} {voicemail user_id | email email_address | 
epage epage_address} 

3. end

4. show backup schedule detail job job-name

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 backup schedule disable all from date to date

例：
se-10-0-0-0# backup schedule disable all from 
07/06/2010 to 07/08/2010 

スケジュール設定したすべてのバックアップを指定

期間無効化します。日付は MM/DD/YYYY 形式で

入力します。

ステップ 2 no backup schedule disable all 前のコマンドで無効化した、スケジュール設定した

すべてのバックアップを再有効化します。
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データのバックアップおよび復元

スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 backup schedule [name name]

例：
se-10-0-0-0# backup schedule name 22

バックアップ スケジュール設定モードを開始して、

スケジュール設定したバックアップ ジョブを設定で

きるようにします。

ステップ 2 backup notification on {success | failure | always} 
{voicemail user_id | email email_address | epage 
epage_address}

例：
se-10-0-0-0(backup schedule)# backup notification on 
always email aaa@cisco.com
se-10-0-0-0(backup schedule)# backup notification on 
failure email bbb@cisco.com
se-10-0-0-0(backup schedule)# backup notification 
always pager email2@com
se-10-0-0-0(backup schedule)# backup notification 
always voicemail admin

スケジュール設定したバックアップのステータスを

ユーザに通知するように、システムを設定します。

このコマンドを複数回入力して、異なる通知ター

ゲットを設定できます。各通知タイプ（voicemail、
email、epage）ごとに、通知ターゲットを 3 つまで

設定できます。

ステップ 3 end

例：
se-10-0-0-0(backup-schedule)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show backup schedule detail job job-name 

例：
se-10-0-0-0# show backup schedule detail job job-22

（オプション）指定した定期的なスケジュールによる

バックアップ ジョブの詳細を表示します。
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データのバックアップおよび復元

スケジュール設定したバックアップ ジョブの設定
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言語サポート

この章では、複数の言語サポート機能について説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「言語の設定」（P.321）

• 「カスタム プロンプトおよびドキュメントのアップロードとダウンロード」（P.325）

• 「インストールの検討事項」（P.325）

• 「バックアップおよび復元の検討事項」（P.325）

言語の設定
Cisco Unity Express は複数の言語をサポートし、単一のプラットフォーム上に複数の言語を同時にイ

ンストールして、使用することができます。ハードウェア モジュールでサポートされる言語の数につ

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

プラットフォームに複数の言語をインストールした場合は、次の各機能で使用する言語を選択できます。

• Interactive Voice Response（IVR; 自動音声応答）

• 自動受付アプリケーション

• ボイスメール

• Administration Via Telephony（AVT）
• VoiceView

• メッセージ通知

• VoiceXML Web アプリケーション

各機能の言語設定について、次の各項で説明します。
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言語サポート

言語の設定
自動受付および IVR
自動受付では、プロンプトの再生時に使用する言語を指定するための 2 つの方法があります。指定可能

な言語設定を優先度順に次に示します。

1. トリガー パイロット番号のロケール

2. システムのデフォルトの優先言語

トリガーの設定は、デフォルトのシステム言語よりも優先されます。トリガー ロケール言語を設定し

ないか、または特定の言語ではなくシステムのデフォルトに設定した場合は、システムのデフォルト優

先言語が使用されます。

トリガーに対する言語の設定の詳細については、「トリガーの管理」（P.94）を参照してください。シス

テムに対するデフォルトの優先言語の設定の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメー

タの設定」（P.167）を参照してください。

カスタム自動受付およびカスタム IVR ワークフロー スクリプトでは、スクリプト エディタで次の手順

を使用すると、プロンプトの再生に使用する言語を選択できます。

1. Locale 型の変数を作成し、この変数を使用して言語を設定します。

2. ステップ 1 で作成した変数を使用して、連絡情報の設定手順の言語アトリビュートを設定します。

トリガーに対する言語の設定の詳細については、『Cisco Unity Express Guide to Writing and Editing 
Scripts』を参照してください。

ボイスメール

ボイスメール アプリケーションでは、発信者がボイスメールを残すときに使用する言語を指定するた

めの 3 つの方法があります。指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. ボイスメールのデフォルト

2. トリガー パイロット番号のロケール

3. システムのデフォルトの優先言語

ボイスメール ユーザに対して、ログイン プロンプト（PIN 認証前）の言語を指定することができます。

指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. ボイスメールのデフォルト

2. トリガー パイロット番号のロケール

3. システムのデフォルトの優先言語

ボイスメール ユーザに対して、メールボックスへのログイン後（PIN 認証後）に使用する言語を指定

することができます。指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. ユーザの優先言語

2. デフォルトのボイスメール言語

3. トリガー パイロット番号のロケール

4. システムのデフォルトの優先言語

ユーザの優先言語の設定の詳細については、「ユーザの追加と変更」（P.136）を参照してください。デ

フォルトのボイスメール言語の設定の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメータの設

定」（P.167）を参照してください。トリガーに対する言語の設定の詳細については、「トリガーの管理」

（P.94）を参照してください。システムに対するデフォルトの優先言語の設定の詳細については、「シス

テム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.167）を参照してください。
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言語の設定
Administration Via Telephony
Administration Via Telephony（AVT）に対して、ログイン プロンプト（ユーザの PIN 認証前）で使用

する言語を指定することができます。指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. トリガー パイロット番号のロケール

2. システムのデフォルトの優先言語

AVT ログイン プロンプトおよびユーザ PIN の認証後、プラットフォームに複数の言語がインストール

されている場合は、インストールされた言語のメニュー リストが再生され、ユーザが使用する言語を

選択することができます。1 つの言語だけがインストールされている場合は、言語を選択するためのメ

ニュー リストが提供されません。インストールされた言語は、ユーザが管理を実行するために使用す

る言語になります。

ユーザに対して設定された優先言語は、AVT が動作するための言語には影響を与えません。

トリガーに対する言語の設定の詳細については、「トリガーの管理」（P.94）を参照してください。シス

テムに対するデフォルトの優先言語の設定の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメー

タの設定」（P.167）を参照してください。

VoiceView
ボイスメール ユーザが VoiceView を使用してボイスメールを取得する場合、電話機にメニューを表示

するために VoiceView で使用される言語は、電話機で設定された言語だけに基づきます。ボイスメー

ル TUI インターフェイスに対して設定した、言語優先順位に依存します。唯一の例外は、ボイスメー

ル ユーザが VoiceView を使用してデフォルトのユーザ グリーティングを聞く場合です。この場合は、

次の優先順位が適用されます。

1. ユーザの優先言語

2. デフォルトのボイスメール言語

3. システムのデフォルトの優先言語

ソフトウェアのオンラインまたはオフライン インストール時にインストールした言語にかかわらず、

VoiceView に対してすべての言語がプリインストールされています。たとえば、ネットワーク モ
ジュールに en_US および es_ES 言語をインストールした場合でも、電話機では VoiceView に da_DK 
を設定できます。この動作は、以前のバージョンと同じです。

ユーザの優先言語の設定の詳細については、「ユーザの追加と変更」（P.136）を参照してください。デ

フォルトのボイスメール言語の設定の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメータの設

定」（P.167）を参照してください。システムに対するデフォルトの優先言語の設定の詳細については、

「システム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.167）を参照してください。

メッセージ通知

次の項で説明する機能に対して言語を指定できます。

• 「ユーザのメッセージ通知」（P.324）

• 「カスケードされたメッセージ通知」（P.324）

• 「ユーザ以外へのメッセージ通知」（P.324）
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言語の設定
ユーザのメッセージ通知

ユーザのメッセージ通知に対して指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. ユーザの優先言語

2. デフォルトのボイスメール言語

3. トリガー パイロット番号のロケール

4. システムのデフォルトの優先言語

カスケードされたメッセージ通知

カスケードされたユーザのメッセージ通知に対して指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. ユーザ言語（カスケード用）

2. デフォルトのボイスメール言語

3. トリガー パイロット番号のロケール

4. システムのデフォルトの優先言語

ユーザ以外へのメッセージ通知

ユーザ以外へのメッセージ通知に対して指定可能な言語設定を優先度順に次に示します。

1. デフォルトのボイスメール言語

2. トリガー パイロット番号のロケール

3. システムのデフォルトの優先言語

ユーザの優先言語の設定の詳細については、「ユーザの追加と変更」（P.136）を参照してください。デ

フォルトのボイスメール言語の設定の詳細については、「システム全体のボイスメール パラメータの設

定」（P.167）を参照してください。トリガーに対する言語の設定の詳細については、「トリガーの管理」

（P.94）を参照してください。システムに対するデフォルトの優先言語の設定の詳細については、「シス

テム全体のボイスメール パラメータの設定」（P.167）を参照してください。

VoiceXML Web アプリケーション

カスタム VoiceXML Web アプリケーションに対しては、VoiceXML の組み込み lang 変数を設定する

ことで、プロンプトの言語を指定できます。

次の例は、VoiceXML スクリプトで言語を設定する方法を示しています。この例で、VoiceXML スク

リプトは次のことを行います。

• ドキュメント レベルの言語をイギリス英語に設定します。

• イギリス英語でユーザ プロンプトの初期メッセージを再生します。

• プロンプト レベルの言語を米国英語に設定します。

• 米国英語でユーザ プロンプトの初期メッセージを再生します。

• プロンプト レベルの言語をイギリス英語に設定します。

• イギリス英語でシステム プロンプトの終了メッセージを再生します。

<?xml version="1.0"?>
<vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" xml:lang="En-GB">
    <form>
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カスタム プロンプトおよびドキュメントのアップロードとダウンロード
        <block>
           <prompt>
                <audio expr="'userprompt=AAWelcome.wav'"/>
           </prompt>
           <prompt xml:lang="En-US">
                <audio expr="'userprompt=AAWelcome.wav'"/>
           </prompt>
           <prompt xml:lang="En-GB">
                <audio expr="'systemprompt=goodbye.wav'"/>
           </prompt>
        </block>
    </form>
</vxml>

カスタム プロンプトおよびドキュメントのアップロードと
ダウンロード

以前のリリースと同じ方法で、プロンプトをアップロードおよびダウンロードできます。プロンプトの

アップロードおよびダウンロード コマンドでは、アップロードおよびダウンロードの実行時にユーザ

が使用する言語を選択できます。

ドキュメントのアップロードとダウンロードは、プロンプトのアップロードおよびダウンロードと同じ

方法で実装されています。

インストールの検討事項
インストールできる言語の 大数は、プラットフォームのタイプ（ISM-SRE-300-K9、NME-CUE、
NM-CUE-EC、NM-CUE、または AIM-CUE/AIM2-CUE）によって決まります。

バックアップおよび復元の検討事項
言語のプロンプトとドキュメントをバックアップおよび復元するには、既存のバックアップおよび復元

ユーティリティを使用します。バックアップおよび復元されるのは、各言語のカスタム プロンプトと

カスタム ドキュメントだけです。バックアップ用の言語がインストールされていない場合にバック

アップを復元しようとしても、インストールされていない言語のカスタム プロンプトとドキュメント

は復元されません。
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バックアップおよび復元の検討事項
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ボイスメールの詳細設定

この章では、Cisco Unity Express システムのボイスメールの詳細機能を設定する手順について説明し

ます。この章は、次の項で構成されています。

• 「IMAP の設定」（P.327）（オプション）

• 「ライブ レコードの設定」（P.333）（オプション）

• 「Live Reply の設定」（P.337）（オプション）

• 「メッセージ配信のスケジュール設定」（P.344）（オプション）

• 「ユーザ以外へのメッセージ配信の設定」（P.347）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージの設定」（P.350）（オプション）

• 「規制テーブルの設定」（P.357）（オプション）

IMAP の設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.327）

• 「IMAP サーバ」（P.328）

• 「電子メール クライアントの検討事項」（P.328）

• 「統合メッセージングの設定」（P.330）

• 「IMAP セッションの表示」（P.332）

概要

Cisco Unity Express の統合メッセージングは、ボイスメール システムおよび電子メール システムのコ

ンバージェンス機能です。この機能を使用すると、ユーザは IMAP Version 4 rev1 を使用して単一の電

子メール クライアントから電子メール メッセージおよびボイスメール メッセージの統合されたビュー

を表示できます。

ユーザはボイスメール メッセージを削除したり、それらのメッセージを電子メールと同じように既読

または未読にマーク付けしたりできます。
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IMAP の設定
ボイスメール メッセージは、電子メール メッセージの添付ファイルとしてダウンロードされます。

ユーザは、ネットワークを介してボイスメール メッセージにアクセスするか、ボイスメール メッセー

ジを選択してダウンロードできます。メッセージをダウンロードした場合、ユーザは 
Cisco Unity Express に接続せずに、標準のメディア プレーヤーを使用してローカルでメッセージを再

生できます。

General Delivery Mailboxes（GDM; 共用メールボックス）からボイスメール メッセージへのアクセス

はサポートされていません。

この機能にアクセスするには、ユーザは Vm-Imap 特権が設定されている必要があります。

（注） Cisco Unity Express モジュールは、電子メールの送受信を行う SMTP サーバとして使用できません。

IMAP サーバ

IMAP サーバで電子メール クライアントが接続できるようにするには、IMAP サーバを Cisco Unity 
Express で有効にする必要があります。この機能は、次のモードで有効にできます。

• 非 SSL

非 SSL は 小のセキュア モードです。

• SSL

• 混合

このモードでは、SSL 接続と非 SSL 接続の両方が可能です。

IMAP サーバで接続モードを変更する場合は、クライアントの設定を確認します。この設定は、IMAP 
サーバの設定に合わせて変更が必要となる場合があります。

IMAP 同時接続の 大数は 50 まで設定可能です。

IMAP 設定の変更には、IMAP サーバの再起動が必要になります。IMAP サーバを再起動するには、

enable (IMAP)コマンドライン インターフェイス（CLI）コマンドまたはグラフィカル ユーザ イン

ターフェイス（GUI）オプションを使用します。

電子メール クライアントの検討事項

次の電子メール クライアントがサポートされます。

• Microsoft Outlook 2007

• Microsoft Outlook 2003

• Microsoft Outlook 2002

• Microsoft Outlook 2000

• Microsoft Outlook Express 6.0

• Microsoft Entourage：Cisco Unity Express 3.2 からサポート

• IBM Lotus Notes 6.5

• IBM Lotus Notes 6

• iPhone：Cisco Unity Express 8.0 からサポート
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（注） IMAP サーバとの接続を確立する手順については、各クライアントのマニュアルを参照してく

ださい。

Cisco Unity Express に接続するには、Cisco Unity Express ユーザのユーザ ID とパスワードを受け入れ

るように電子メール クライアントを設定します。

（注） ユーザは、数値の PIN を使用して電子メール クライアントから Cisco Unity Express にログイ

ンできません。

この機能が SSL モードだけで有効になっている場合は、電子メール クライアントが IMAP サーバに対

して SSL 接続を使用するように設定されていることを確認します。

1 人のユーザが 1 つ以上の接続タイプ（SSL または非 SSL）を使用して 1 つ以上の電子メール クライ

アントから Cisco Unity Express に接続することができます。各セッションは、IMAP サーバに対して

許可されている 大接続数に対してカウントされます。

ユーザは自分の個人用メールボックスから次のタイプのメッセージを取得できません。

• ブロードキャスト メッセージ

• プライベート メッセージ

ボイスメール メッセージは、電子メール クライアントの受信ボックス フォルダの .wav 添付ファイル

としてダウンロードされます。

ユーザが新しいメッセージを受信したり、受信ボックス フォルダにボイスメール メッセージを保存し

たりすると、Cisco Unity Express のデータベースにメッセージが保持されます。メッセージ有効期限

の強制適用が Cisco Unity Express で有効になっている場合、メッセージは有効期限タイマーに従って

動作します。

ユーザがボイスメール メッセージを電子メール クライアントの受信ボックス フォルダから別のフォル

ダに移動すると、Cisco Unity Express のデータベースからメッセージが削除されます。メッセージ有

効期限の強制適用は、そのメッセージに影響を与えません。

（注） メッセージ有効期限の強制適用は電子メール クライアントでは適用されませんが、

Cisco Unity Express データベースのメッセージには適用されます。

Cisco Unity Express は電子メール クライアントの次の操作をサポートします。

• 既読 /未読のマーク付け

電子メール クライアントで既読にマーク付けする操作は、ボイスメール システムでメッセージを

保存するのと同じです。同様に、電子メール クライアントで未読にマーク付けする操作は、ボイ

スメール システムで新規にマーク付けするのと同じです。

• 削除 /復元

• 抹消（消去）

電子メール クライアントに表示されるエラーは、クライアントの実装によって異なります。詳細につ

いては、クライアントのマニュアルを参照してください。
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統合メッセージングの設定

統合メッセージング機能を設定するには、次の手順に従ってください。

前提条件

Cisco Unity Express で SSL 接続が許可されるためには、システムにデフォルトのセキュリティ証明書

とプライベート キーがインストールされている必要があります。show crypto key コマンドを使用する

と、システムのデフォルトの証明書とキーのペアを表示できます。デフォルトのペアが存在しない場合

は、「セキュリティの設定」（P.291）の手順に従ってください。

この手順に必要なデータ

Vm-Imap 特権を持つユーザ グループの名前。

概略手順

1. config t

2. service imap

3. enable

4. maxsessions num-sessions

5. session idletimeout minutes

6. session security {ssl | none | mixed | keyLabel labelname}

7. enable

8. no enable

（注） IMAP サーバの設定の変更を有効にするには、IMAP サーバを再起動する必要があります。ス

テップ 7 と 8 で、IMAP サーバが再起動されます。

9. end

10. groupname groupname privilege vm-imap

11. exit

12. username username group groupname

13.（オプション）show imap configurations

14.（オプション）show imap sessions
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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

設定モードを開始します。

ステップ 2 service imap

例：

se-10-0-0-0(config)# service imap

統合メッセージング設定モードを開始します。

ステップ 3 enable

例：

se-10-0-0-0(config-imap)# enable

システム全体で統合メッセージング機能を有効にし

ます。

ステップ 4 maxsessions num-sessions

例：

se-10-0-0-0(config-imap)# maxsessions 25

同時接続 IMAP クライアント セッションの 大数を

指定します。有効な値は 1 ～ 50 です。デフォルトは 
50 です。

ステップ 5 session idletimeout minutes

例：

se-10-0-0-0(config-imap)# session idletimeout 45

IMAP セッションがアイドル状態を継続可能な時間

（分）を指定します。この 大値に達すると、セッ

ションは自動的に切断されます。有効な値は 30 ～ 
120 分です。デフォルトは 30 分間です。

ステップ 6 session security {ssl | none | mixed | 
keyLabel labelname}

例：

se-10-0-0-0(config-imap)# session security ssl

IMAP クライアントから受け入れられる IMAP 接続

のタイプを指定します。他のタイプの接続を試みよ

うとする IMAP クライアントは拒否されます。

• ssl：SSL 接続だけ許可されます。

• none：非 SSL 接続だけ許可されます。

• mixed：SSL 接続と非 SSL 接続の両方が許可さ

れます。

• keylabel labelname：証明書とキーのペアを 
SSL 接続に関連付けます。このオプションを指

定しない場合、デフォルトの証明書キーが 
IMAP で使用されます。

（注） IMAP クライアント用に SSL 接続を設定す

る前に、証明書とキーのペアがシステムのデ

フォルトとして設定されていない場合、エ

ラー メッセージが表示されます。Cisco 
Unity Express 3.2 以降では、keyLabel オプ

ションを使用して証明書とキーのペアを SSL 
接続に関連付けることができるようになりま

した。証明書とキーのペアを設定するには、

「セキュリティの設定」（P.291）を参照して

ください。

ステップ 7 end

例：

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

統合メッセージング設定モードを終了します。
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例

次の例は、show imap configuration コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show imap configuration

Status: enabled
Idle Timeout(minutes) 45
Max Sessions: 25
Security Mode: ssl

次の例は、show imap sessions コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show imap sessions

Sessions IP Address  Connect Time User ID
====================================================================

1 10.21.82.244 Wed Nov 16 07:35:02 CST 2005 sales
2 172.18.10.10 Wed Nov 16 08:23:15 CST 2005 imap-users
3 172.18.10.5 Wed Nov 16 10:11:40 CST 2005 imap-users

IMAP セッションの表示

IMAP セッションを表示するには、「アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監

視」（P.400）を参照してください。

ステップ 8 groupname groupname privilege vm-imap

例：

se-10-0-0-0(config)# groupname sales privilege 
vm-imap
se-10-0-0-0(config-imap)# groupname imap-users 
privilege vm-imap

統合メッセージング機能にアクセスする既存のグ

ループを指定します。複数のグループが統合メッ

セージングにアクセスする場合は、この手順を繰り

返します。

ステップ 9 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 10 username username group groupname

例：

se-10-0-0-0# username user4 group sales

ユーザをグループに割り当てます。

ステップ 11 show imap configurations

例：

se-10-0-0-0# show imap configuration

（オプション）すべての統合メッセージングの設定パ

ラメータを表示します。

ステップ 12 show imap sessions

例：

se-10-0-0-0# show imap sessions

（オプション）アクティブなすべての統合メッセージ

ング セッションを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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ライブ レコードの設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.333）

• 「ライブ レコードの設定」（P.335）

警告 この機能に関する法律上の免責事項については ii ページを参照してください。

概要

この機能を使用すると、Cisco Unity Express ユーザが会話をライブで録音し、それをメールボックス

内にメッセージとして格納できます。録音したものは、再生したり、他のユーザまたはユーザ グルー

プに転送できます。この機能は、Cisco Unity Express ユーザとユーザ以外の間でも使用できます。こ

れを行うには、ユーザ以外のコール レッグを Cisco Unity Express 録音セッションに接続し、メール

ボックスに会話を録音します。通話が録音されていることを参加者に警告するため、定期的にビープ音

が鳴ります。

Cisco Unity Express 録音セッションへのコール レッグが終了するか、ユーザのボイスメールボックス

が満杯になると（どちらか早い方）、録音は自動的に停止します。Cisco Unified Communications 
Manager または Cisco Unified CME の設定に応じて、会議を開始したユーザが通話を終了したとき、

または 後の参加者が通話を終了したときに、コール レッグが終了します。会議の終了後は、それ以

上録音することなく、音声通話を続けることができます。ライブ レコード セッションが停止すると、

録音は新しいメッセージ状態に入り、MWI がトリガーされます。

各録音データは、その他のボイスメール メッセージと同様に、保存、削除、または転送することがで

き、ユーザが送信者としてアドレス指定されます。削除されるまで、録音データにはユーザのメール

ボックスの容量制限が適用されます。

ライブ レコード機能は、Cisco Unity Express に対してグローバルにだけ有効にでき、ユーザごとに有

効にすることはできません。ライブ レコード セッションを開始するには、Cisco Unified 
Communications Manager または Cisco Unified CME で全員への転送用として設定され、すべての着信

通話をボイスメール パイロット番号に転送するように設定した内線番号に、ユーザが会議登録します。

ライブ レコード セッションの 大数は、voicemail pilot number maxsessions トリガー設定で制御され

ます。ライブ レコード メッセージのサイズは、ユーザのボイスメールボックスの残りの空き容量だけで

制限されます。ライブ レコード メッセージは、カスケード メッセージ通知機能をトリガーしません。

（注） ライブ レコード機能でスピーカー フォンを使用すると、録音された音声が途切れることがあります。

設定

ライブ レコード機能を設定するには、次の項目を実行する必要があります。

• ライブ レコードのアドホック会議を設定する。

この設定では、次の操作を行います。

– Cisco IOS 音声ゲートウェイでの会議用の音声 DSP を持つ音声カードで dspfarm サービスを有

効にする。

– Cisco Unified CME で SCCP を有効にし、Cisco Unified CME に登録する SCCP CCM グルー

プを作成する。
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– SCCP プロトコルを音声カードのインターフェイスまたはルータのイーサネット インターフェ

イスにバインドする。

– 会議 DSP ファームを設定し、ライブ レコード機能を使用するすべてのコーデック（ローカル 
コール、Cisco Unity Express への G711 コーデック レッグ、および SIP トランクでのコール

（存在する場合）を考慮する）を有効にする。

– Cisco Unified CME を DSP プロファイルに関連付け、Cisco Unified CME に登録する会議リ

ソースのデバイス名を指定する。

– Cisco Unified CME のハードウェア会議（テレフォニーサービス）を有効にし、Cisco Unified 
CME に登録する会議リソースのデバイス名を指定する。

– アドホック会議をサポートするアドホック DN を定義する。

（注） Cisco Unified CME 4.3 以降では、DN に 8 つのチャネルを持つオクトライン DN を追加できま

す。各当事者は DN に 1 つのチャネルが必要になるため、オクトライン DN は 8 つの会議当事

者をサポートします。Cisco Unified CME 4.1 および 4.2 では、オクトラインに ephone-dn を
設定できないため、デュアルラインを使用し、そのデュアルライン DN を 4 つ作成して、8 つ
の当事者の会議をサポートします。

Cisco Unified CME でのライブ レコード機能の設定方法の詳細については、『Cisco Unified 
Communications Manager Express System Administrator Guide』を参照してください。

• Cisco Unified CME でライブ レコードとボイスメール パイロット番号を設定する。

• ライブ レコード DN を設定し、その DN をボイスメール パイロット番号に転送する。

• VM パイロットが Cisco Unity Express を指すようにダイヤルピアを設定する。

• オプションとして、Cisco Unified CME 4.3 で、ライブ レコード（LiveRcd）機能を使用する 
ephone の LiveRcd ソフトキーを作成し、テンプレートを ephone に割り当てる。

LiveRcd ソフトキーは、ライブ レコードを開始および停止するために使用されます。

• Cisco Unity Express でライブ レコード パイロット番号を設定する。

voicemail live-record pilot-number digits コマンドを使用し、digits 引数としてライブ レコード 
パイロット番号を指定します。

• オプションで、Cisco Unity Express でのライブ レコードのビープ音の長さと間隔を設定する。

Cisco Unity Express でビープ音の長さと間隔を設定できます。これは、通話の録音の通知に関す

る法律を順守するために必要です。デフォルトでは、ビープ音の長さは 250 ミリ秒、ビープ音の

間隔は 15 秒です。

ライブ レコードの使用

ライブ レコードを適切に設定すると、ユーザは次の一連の手順を使用して、ライブ レコード セッショ

ンを開始できるようになります。この例では、通話がすでに確立されていることを前提としています。

通話を録音するユーザは、通話を開始または受信した発信者である必要はありません。

1. Cisco Unity Express ライブ レコード パイロット番号に対して会議を開始します。

会議ソフトキー ボタンを押します。現在の通話は一時停止します。

2. ライブ レコード パイロット内線番号にダイヤルします。

3. ライブ レコード パイロット内線番号は、ボイスメール パイロット番号に通話要求を転送します。

4. Cisco Unity Express は着信通話に応答し、ライブ レコード パイロット内線番号を検出して、通話

者が有効な Cisco Unity Express ユーザである場合は、録音を開始します。
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5. 会議を終了します。

会議ソフトキー ボタンを再び押します。この時点で、Cisco Unity Express が再生するビープ音を

除いて、いずれかの参加者が話したすべての内容が録音されるようになります。

ライブ レコード セッションを終了するには、会議から Cisco Unity Express を削除し、通話を続ける

か、または受話器を置いて通話を終了します。

エラー状態

ライブ レコードを使用しているユーザに対して、次のエラー状態になることがあります。

• ポートが使用不可：発信者に対してビジー トーンが再生されます。

• 無効な内線番号（発信者がローカル ユーザではない）：内線番号に関連付けられているメールボッ

クスがないことを示すメッセージが再生されます。

制限

会議ソフトキーとライブ レコード短縮ダイヤル キーを作成してください。これにより、ユーザは次の 
3 つのボタンで操作できるようになります。

1. 会議ソフトキーを押します。

2. ライブ レコード短縮ダイヤル キーを押します。

3. 会議ソフトキーを押します。

ライブ レコードを利用できるのは、Cisco Unity Express ローカル ユーザだけです。この機能は発信者

に割り当てられる内線番号を使用しているため、リモート ユーザまたは外部発信者は、この機能を使

用できません。ただし、この機能には、内線番号とパスワードの確認をユーザに求めてリモート ユー

ザがサービスを使用しないようにするプロンプトが提供されていません。

ライブ レコード メッセージは、ボイスメールボックスに配信されたときに、メッセージ通知をトリ

ガーしません。

ライブ レコードの設定

前提条件

• Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

• 「設定」（P.333）および『Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator 
Guide』の説明に従って Cisco Unified CME と Cisco IOS 音声ゲートウェイにライブ レコード機能

を設定していること

この手順に必要なデータ

ライブ レコードに使用するパイロット番号（Cisco Unity Express ボイスメール パイロット番号にすべ

ての着信通話を転送するために使用する内線番号）を設定します。
335
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps4625/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps4625/products_installation_and_configuration_guides_list.html


 

ボイスメールの詳細設定

ライブ レコードの設定
概略手順

1. config t

2. voicemail live-record pilot-number digits

3. voicemail live-record beep duration digits

4. voicemail live-record beep interval digits

5. end

6. （オプション）show voicemail live-record

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail live-record pilot-number digits

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record 
pilot-number 0210

ライブ レコード機能を有効にし、すべての着信通話

を Cisco Unity Express ボイスメール パイロット番号

に転送するために使用する内線番号を設定します。

このロケーションから Cisco Unity Express ボイスメー

ル パイロット番号に終端したすべての通話は、通常の

ボイスメール グリーティングが行われず、発信者が

ユーザである場合はすぐに録音が開始されます。

（注） ライブ レコードのパイロット CTI ポートを 
JTAPI ユーザに関連付けないでください

（Cisco Unified Communications Manager 環
境の場合）。

ステップ 3 voicemail live-record beep duration digits

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record beep 
duration 240

ライブ レコードのビープ音の長さを設定します。こ

れは、ビープ音の再生を開始してから、再生を終了

するまでの継続時間です。範囲は 50 ～ 1000 ミリ秒

です。

ステップ 4 voicemail live-record beep interval digits

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-record beep 
interval 12

ライブ レコードのビープ音の間隔を設定します。こ

れは、ビープ音の終了から次のビープ音の開始まで

の時間です。範囲は 1 ～ 30 秒です。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show voicemail live-record

例：

se-10-0-0-0# show voicemail live-record

（オプション）ライブ レコード機能の現在の設定を

表示します。
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ボイスメールの詳細設定

Live Reply の設定
例

次の例は、show voicemail live-record コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-record

Status: enabled
pilot number:  0295
Conversation beep settings
   duration:   250 milliseconds
   interval:   15 seconds

Status: disabled
pilot number:  disabled
Conversation beep settings
   duration:   disabled
   interval:   15 seconds

Live Reply の設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.337）

• 「Live Reply の設定」（P.341）

概要

この機能を使用すると、電話または VVE でボイス メッセージを聞いている Cisco Unity Express ユー

ザは 4-4 を押すことで別のユーザのメッセージに応答できます。この機能が呼び出されると、Cisco 
Unity Express は両者間で通話を確立しようとします。確立に成功すると、ユーザは受信者に接続され

るか、または受信者が定義したルールに基づいて音声通話が転送されます。通話が終了すると、ボイス

メールへの初期接続が切断され、ユーザはそのボイスメール セッションには戻りません。成功した 
Live Reply セッションの後で、その他のボイスメール メッセージを確認するには、ユーザがボイス

メール パイロット番号をリダイヤルする必要があります。

通話が失敗した場合の動作は、システムの転送モード設定で決まります（ccn subsystem sip コマンド

の転送モード サブコマンドを参照）。転送モードが blind に設定されている場合は、通話が成功または

失敗したときにボイスメールへの接続が失われます。転送モードが semi-attended または attended に設

定されている場合、無効な番号またはビジーなどの通話の失敗があっても、ボイスメールへの接続が維

持されます。メッセージの状態は、この機能によって変更されません。たとえば、ユーザが新規メッ

セージを聞いていて、この機能を呼び出した場合、そのメッセージは新規状態のままになります。

ユーザは、通常のメッセージまたは削除されたメッセージでこの機能を使用できますが、ローカル 
General Delivery Mailbox（GDM; 共用メールボックス）からのメッセージ、ブロードキャスト メッ

セージ、期限切れメッセージ、NDR、または DDR では使用できません。ユーザがこれらのメッセージ

でこの機能を使用しようとした場合は、エラー ボイス プロンプトが再生され、この機能を呼び出そう

としたときのボイスメール メニューに戻ります。

次の各項では、この機能にアクセスする 2 つの方法について説明します。

• 「TUI からの Live Reply へのアクセス」（P.338）

• 「VVE からの Live Reply へのアクセス」（P.338）
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Live Reply の設定
TUI からの Live Reply へのアクセス 
ユーザは、次の 3 つの TUI メニューから Live Reply 機能を使用できます。

• New Messages

• Saved Messages

• Deleted Messages

メッセージに Live Reply で応答するには、 初にユーザが上記のいずれかのキューでメッセージを聞

く必要があります。メッセージ確認メニューが再生されて、オプションとしてメッセージへの応答また

はメッセージの転送が示されたときも、Live Reply を使用できます。Live Reply を使用するには、

ユーザが 4-4 の順に押す必要があります。

VVE からの Live Reply へのアクセス

TUI とは異なり、VVE ではボイスメール メッセージのリストは 1 つだけです。Live Reply の対象とな

るすべてのメッセージには、[Reply] ボタンを押したときに追加メニューが表示されます。このメ

ニューを使用すると、ユーザは、通常のボイスメール応答を選択することも、発信者の情報が利用可能

な場合は Live Reply を許可することもできます。

メッセージが転送された場合、Live Reply 機能ではメッセージの 後の転送元の番号に接続されます。

デフォルトでは、Live Reply が無効になっています。Live Reply を有効にするには、システム レベル

で CLI または GUI を使用します。ユーザはこの機能を設定できません。

この機能では、通話の発信のために E.164 番号が使用されます。したがって、音声通話の一部として返

される発信者の番号が、ダイヤル可能になっている必要があります。発信者の E.164 番号がどのように

して決まるかは、ボイスメールがユーザのメールボックスに配信される方法によって異なります。配信

方法は次の 2 つがあります。

• 電話で配信されるボイスメール

• VPIM（ネットワーク）で配信されるボイスメール

次の項では、これらの方法について説明します。

電話で配信されるボイスメール

このシナリオの例としては、ユーザに向けて発信したボイスメールの送信者が、ユーザのボイスメール

ボックスに転送される場合があります。送信者に関する発信者情報が存在する場合、その情報はボイス

メールのメッセージ エンベロープに格納されます。ユーザは、このメッセージを聞き、このメッセー

ジに Live Reply で応答することができます。発信者の情報を使用できない場合は、メッセージに Live 
Reply で応答しようとすると「Invalid option」エラーが発生します。詳細については、「制限」（P.339）
を参照してください。

VPIM（ネットワーク）で配信されるボイスメール

この機能をサポートするため、Cisco Unity Express ノード間または Cisco Unity Express と Cisco Unity 
間で VPIM を使用して配信されるネットワーク メッセージには、バージョン 3.0 で始まる E.164 番号

が含まれます（ユーザ用に設定されて利用可能な場合）。

E.164 番号の代わりに、ユーザのメールボックス番号（正しい E.164 番号である場合も、そうではない

場合もあります）だけを送信する既存の VPIM 対応システムで使用可能となるように、Live Reply 機
能を設定できます。それには、Cisco Unity Express 設定で、各リモート ロケーションを定義するため

のルールを設定します。この設定は、VPIM 配信ボイスメールの作成者に到達するためにダイヤルする 
E.164 番号の決定に使用されます。この決定は、ネットワーク設定のロケーション設定に基づいて行わ

れます。
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Live Reply の設定
このルールは、送信者の E.164 番号として、次のいずれかのオプションを使用するように設定できます。

• E.164 電話番号として送信者のメールボックス ID。この番号は、VPIM メッセージ ヘッダーの差

出人フィールドで、「@」文字の前にあります。

• 設定したネットワーク ロケーション プレフィックスと、それに続く送信者のメールボックス ID の
組み合せ。ネットワーク ロケーション プレフィックスは、コマンド voicemail phone-prefix 
prefix-didgits の location サブコマンドで指定します。

• ネットワーク ロケーション ID と、それに続く送信者のメールボックス ID 組み合せ。ネットワー

ク ロケーション ID は、コマンド network location ID location-digits でネットワーク ロケーショ

ンを定義するときに指定します。

• ネットワーク ロケーション ID と、それに続くネットワーク ロケーション プレフィックスおよび

メールボックス ID を連結したもの。

• ネットワーク ロケーション プレフィックスと、それに続くネットワーク ロケーション ID および

メールボックス ID を連結したもの。

デフォルトでは、Cisco Unity Express は、ピア 3.1 以降のバージョンのシステムから VPIM ヘッダー

で提供される E.164 番号を使用します（存在する場合）。存在しない場合は、E.164 番号を決定するた

めにこのメッセージで使用するよう設定したルールを使用します。

場合によっては、Live Reply でダイヤルする E.164 番号としてメールボックス ID を使用するよう、リ

モート サイトを再設定できます。この設定を使用できるのは次の場合です。

• Cisco Unity Express のユーザ メールボックス ID がネットワーク間で一意であるため、メールボッ

クス ID がユーザの内線番号と同じである。

• Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CME は、ユーザの内線番号でサイ

トからサイトへとダイヤルするようにも設定されている。

サイト間では内線番号が重複していることがあります。この場合は、ユーザのメールボックス ID とリ

モート システムの電話プレフィックスを使用して、ダイヤルする E.164 番号を取得するように Cisco 
Unity Express を設定します。この方法を使用できるのは、このダイヤル プランを実装するように 
Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CME を設定し、VPIM メッセージで受

信したメールボックス ID を一意の E.164 アドレスに変換する場合です。

Live Reply で使用する E.164 番号を取得する方法を決定する以外にも、ルールから取得した電話番号

に対する VPIM E.164 番号の優先度を設定することもできます。

制限

Live Reply では、ユーザごとに通話制限を適用できません。発信ダイヤルは、ユーザに代わって Cisco 
Unity Express から発信されるため、ダイヤルされた番号に対する制限は、すべてのユーザに等しく適

用する必要があります。幅広い Live Reply ダイヤル番号のセットを持つ、特権的な Cisco Unity 
Express ユーザ グループは設定できません。たとえば、一方のグループ（管理職）がすべてのロケー

ションに対して Live Reply を実行でき、他方のグループ（従業員）がローカル内線番号だけに対して 
Live Reply を実行できるように、ユーザをグループ（従業員と管理職など）に分割することはできま

せん。

複雑なダイヤル プランを使用する場合は、リモート配信された VPIM メッセージを正しく処理するよ

うに Live Reply を設定することは、困難または不可能です。リモート システムが Cisco Unity または

以前のバージョンの Cisco Unity Express である場合、Live Reply 番号は VPIM ヘッダーに含まれませ

ん。このため、送信者に到達するために Cisco Unity Express がダイヤルすべき E.164 番号の判定が、

困難または不可能になります。たとえば、メールボックス ID がユーザ内線番号に関連付けられていな

い場合は、呼び出す E.164 番号が取得できないことがあります。
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Live Reply の設定
設定 
Live Reply 機能では次の項目を設定できます。

• ネットワーク優先順位 

• 発信番号ルール 

• 発信番号ルールに対して先頭に追加する数字

• 規制テーブル

次の項で、これらの項目について説明します。

ネットワーク優先順位

ネットワーク優先順位では、VPIM 配信メッセージに対して Live Reply を実行するときに Cisco Unity 
Express がダイヤルする E.164 番号が決定されます。これにより、Live Reply の E.164 番号を決定する

次の方法の優先順位が指定されます。

• VPIM メッセージに含まれる送信者の番号だけを使用する（存在する場合）。

• VPIM メッセージに含まれる送信者の番号を使用する（存在する場合）。存在しない場合は、次に

説明する発信番号ルール CLI を使用して取得した番号を使用する。

• 次に説明する発信番号ルール CLI を使用して取得した番号だけを使用する。

発信番号ルール

発信番号ルールによって、設定および VPIM vcard データから Live Reply の内線番号を取得する方法

が指定されます。Live Reply 機能では、発信者の E.164 番号を知ることが も重要です。ただし、

Live Reply が無効になっている場合は、ボイスメールの送信者の E.164 番号を知る必要がありません。

表 18 は、送信者の E.164 番号を取得するためのオプションの動作を示しています。 後のカラムは、

取得される番号の例を示しています。これは、ロケーション ID を 111 に設定し、ロケーション プレ

フィックスを 444 に設定して、着信 VPIM メッセージのメールボックス ID を 5678 に設定した場合の

例です。

表 18 送信者の E.164 番号を取得するためのオプションの動作

オプション 説明 例

extension E.164 電話番号として送信者のメールボックス ID を使用しま

す。この番号は、VPIM メッセージ ヘッダーの差出人フィー

ルドで、「@」文字の前にあります。

5678

prefix-extension 設定したネットワーク ロケーション プレフィックスと、それ

に続く送信者のメールボックス ID の組み合せを使用します。

ネットワーク ロケーション プレフィックスは、コマンド 
voicemail phone-prefix prefix-didgits の location サブコマン

ドに含まれます。

444-5678

location-extension ネットワーク ロケーション ID と、それに続く送信者のメー

ルボックス ID の組み合せを使用します。ネットワーク ロ
ケーション ID は、コマンド network location ID 
location-digits でネットワーク ロケーションを定義するとき

に指定します。

111-5678
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先頭への数字の追加

この設定は、発信番号ルールによって取得したリモート ユーザの E.164 番号の前にダイヤルする追加

の数字を指定します。

規制テーブル

規制テーブルでは、Live Reply 機能を使用する方法を制御できます。「規制テーブルの設定」（P.357）
で説明するように、規制テーブルは次のパラメータを使用して定義します。

• preference：規制テーブル内での文字列の順序。1 から始まる設定順序で文字列が検索されます。

有効な値は 1 ～ 10 です。

• pattern：照合するダイヤル パターン。有効な文字は数字 0 ～ 9、アスタリスク（*）、またはドッ

ト（.）です。このテーブルでは、重複するダイヤル パターンを設定できます。

• allowed：このパターンの電話番号を、メッセージ通知デバイスに割り当てることを許可します。

• disallowed：このパターンの電話番号を、メッセージ通知デバイスに割り当てることを禁止します。

• insert：テーブル内の正しい場所にダイヤル ストリングを挿入します。

Live Reply の設定

前提条件

• Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン。

• 指定した内線番号でこの機能の使用を制限するには、「規制テーブルの設定」（P.357）で説明する

規制テーブルを設定する必要があります。

この手順に必要なデータ

この手順では、先頭に追加する数字（発信番号ルールによって取得したリモート ユーザの E.164 番号

の前にダイヤルする追加の数字）が必要です。

概略手順

1. config t

2. voicemail live-reply enable

3. voicemail live-reply network-precedence {phonenumberE164 [calling-number-rule] | 
calling-number-rule}

4. voicemail live-reply calling-number-rule {extension | prefix-extension | location-extension | 
location-prefix-extension | prefix-location-extension}

location-prefix-
extension

ネットワーク ロケーション ID と、それに続くネットワーク 
ロケーション プレフィックスおよびメールボックス ID を連

結したものを使用します。

111-444-5678

prefix-location-
extension

ネットワーク ロケーション プレフィックスと、それに続く

ネットワーク ロケーション ID およびメールボックス ID を連

結したものを使用します。

444-111-5678

オプション 説明 例
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5. voicemail live-reply restriction table-name

6. network location id ID_number

7. calling-number-rule prepend-digits digits

8. end

9. （オプション）show voicemail live-reply

10.（オプション）show network detail location id loc-id

11.（オプション）show voicemail live-reply restriction-table

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail live-reply enable

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply enable

システム全体で Live Reply 機能を有効にします。

ステップ 3 voicemail live-reply network-precedence 
{phonenumberE164 [calling-number-rule] | 
calling-number-rule}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply 
network-precedence calling-number-rule

VPIM 配信メッセージに対して Live Reply を実行する

場合に、Cisco Unity Express がダイヤルする Live 
Reply E.164 番号を決定します。Live Reply E.164 番号

の決定に、次のどの方法を使用するかを指定します。

• VPIM メッセージに含まれる送信者の番号だけ

を使用する（存在する場合）。

• VPIM メッセージに含まれる送信者の番号を使

用する（存在する場合）。存在しない場合は、次

のステップ 4 で説明する発信番号ルール CLI を
使用して取得した番号を使用する。

• 次の ステップ 4で説明する発信番号ルール CLI 
を使用して取得した番号だけを使用する。

ステップ 4 voicemail live-reply calling-number-rule {extension 
| prefix-extension | location-extension | 
location-prefix-extension | 
prefix-location-extension}

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply 
calling-number-rule location-extension

設定および VPIM vcard データから Live Reply の内

線番号を取得する方法を指定します。これにより、

リモート ユーザの E.164 電話番号を作成する方法が

決まります。詳細については、「発信番号ルール」

（P.340）を参照してください。

ステップ 5 voicemail live-reply restriction table-name

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail live-reply 
restriction live-reply-r-table

規制テーブルを Live Reply 機能に関連付けます。
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例

次の例は、show voicemail live-reply コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply

Status:           enabled
Remote subscriber dialing
  calling number rule: location+prefix+extension
  number preference:   E164 number then calling number rule

Restriction Table:        live-reply-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference Call Pattern Allowed

1             19000... yes
2             170000 yes
3              * yes

次の例は、102 の ID を持つリモート Cisco Unity Express ロケーションに関する情報を表示します。

se-10-0-0-0# show network detail location id 102

Name: Dallas/Fort Worth
Abbreviation: DFW
Email domain: dfw.mycompany.com

ステップ 6 network location id ID_number

例：

se-10-0-0-0(network)# network location id 112

ネットワーク ロケーション モードを開始します。

ステップ 7 calling-number-rule prepend-digits digits

例：

se-10-0-0-0(config)# calling-number-rule 
prepend-digits 91

発信番号ルールによって取得したリモート ユーザの 
E.164 番号の前にダイヤルする、追加の数字を指定

します。

ステップ 8 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show voicemail live-reply

例：

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply

（オプション）Live Reply 機能の現在の設定を表示し

ます。

ステップ 10 show network detail location id loc-id

例：

se-10-0-0-0# show network detail location id 112

（オプション）先頭に追加する数字の設定を含めて、

現在のネットワーク ロケーションに関する情報を表

示します。

ステップ 11 show voicemail live-reply restriction-table

例：

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply 
restriction-table

（オプション）Live Reply 機能と関連付けられた規制

テーブルを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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Minimum extension length: 2
Maximum extension length: 15
Phone prefix: 4
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name: enabled
Send vCard: enabled
State: enabled
VPIM broadcast ID: vpim-broadcast
Sent msg count: 0
Received msg count: 0
Live-reply calling number rule prepend: 91 

次の例は、show voicemail live-reply restriction-table コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail live-reply restriction-table

Restriction Table: live-reply-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference Call Pattern Allowed

1             19000... yes
2             170000 yes
3              * yes

メッセージ配信のスケジュール設定
Cisco Unity Express ユーザは、ローカル システム上または設定したリモート ネットワーク ロケーショ

ン上の 1 人以上のユーザに配信予定のボイスメール メッセージを、作成およびスケジュール設定でき

ます。

管理者がユーザに対してこの機能を設定する必要はありません。

ユーザは、 長で 1 年前にメッセージの配信をスケジュール設定できます。

送信者は、配信をスケジュール設定する前に、メッセージのアドレス再設定、再録音、および確認を行

うことができます。システムが配信予定の日付および時刻を確認した後では、送信者がそのメッセージ

を変更または削除できません。

ユーザは、配信予定としてマークされたメッセージを表示したり、削除したりできます。

ユーザのメールボックスに十分な容量がある場合は、配信予定のメッセージをいくつでもスケジュール

設定できます。メッセージが送信されるまで、すべての配信予定のメッセージは、その送信者のクォー

タに含まれるものとして計算されます。配信予定のメッセージの配信後は、そのメッセージ容量は受信

者のクォータに含まれるものとして計算されます。

次の各項では、この機能について説明します。

• 「許可されるユーザ」（P.345）

• 「メッセージ配信時刻」（P.345）

• 「システム ステータスの影響」（P.345）

• 「メッセージ配信の失敗」（P.345）

• 「配信予定のメッセージの消失」（P.346）

• 「誤ったメッセージ配信」（P.346）

• 「配信予定のメッセージのバックアップと復元」（P.346）

• 「配信予定のメッセージの表示と削除」（P.346）
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許可されるユーザ

この機能を使用するために特別な特権は必要ありません。

システムに設定したすべてのユーザは、この機能を利用できます。

メッセージ配信時刻

システム時刻の変更やずれは、メッセージの配信に影響を与えます。たとえば、システム時刻が午後 
3:00 のときに、送信者が午後 4:00 に配信するよう メッセージをスケジュール設定したとします。

• システム時刻が 15 分進んでいると、システムはその新しい午後 4:00 にメッセージを配信します。

元のスケジュール時刻から実際に配信されるまでのメッセージの配信間隔は、1 時間ではなく 45 
分だけになります。

• システム時計が 15 分遅れた場合にも、システムは午後 4:00 にメッセージを配信し、元のスケ

ジュール時刻から 1 時間 15 分後になります。

• システム時刻が、2 時間など、スケジュール設定した時刻よりも進んでいた場合は、時間が変化し

た直後にメッセージが配信されます。

システム ステータスの影響

メッセージの配信がスケジュール設定されている時刻に、送信システムがシャットダウン状態になって

いる場合は、再起動されたときにメッセージが配信されます。

メッセージの配信がスケジュール設定されている時刻に、送信システムが「オフライン」状態になって

いる場合は、「オンライン」状態に戻ったときにメッセージが配信されます。

メッセージ配信の失敗

スケジュール設定したメッセージ配信の前に、リモート ロケーションの IP アドレスまたはホスト名を

変更した場合、メッセージは正常に配信されます。

次の状況では、メッセージの配信に失敗します。

• スケジュール設定したメッセージをリモート ネットワーク ロケーションに配信する前に、送信シ

ステムでネットワーキングが無効にされた。

たとえば、ロケーション A には、2006 年 4 月 15 日にリモート ロケーション B に配信するように

スケジュール設定したメッセージがあるとします。2006 年 4 月 14 日にロケーション A を無効に

すると、メッセージの配信は失敗します。

• スケジュール設定したメッセージの配信前に、リモート ロケーションでネットワーキングが無効

にされた。

• スケジュール設定したメッセージの配信前に、リモート ロケーションが無効にされた。

いずれの場合も、Non Delivery Receipt（NDR）が生成されます。
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配信予定のメッセージの消失

複数のシナリオによって、配信予定のメッセージが失われることがあります。

• 送信者のメールボックスを削除すると、その送信者からスケジュール設定したメッセージは削除さ

れます。

• 送信者のメールボックスを無効にしても、メッセージがすぐに削除されることはありません。スケ

ジュール設定した時刻に、送信者のメールボックスのステータスが確認されます。メールボックス

が有効な場合、スケジュール設定したメッセージは配信されます。メールボックスが無効な場合、

メッセージは削除されます。

• スケジュール設定したメッセージの受信者またはリモート ロケーションが削除されても、スケ

ジュール設定したメッセージがすぐに削除されることはありません。配信時に、受信者またはリ

モート ロケーションが削除されているかどうかが確認されます。受信者またはリモート ロケー

ションが復元された場合、メッセージは正常に配信されます。受信者またはリモート ロケーショ

ンが削除された場合、メッセージは削除され、NDR が生成されます。

誤ったメッセージ配信

ユーザまたはネットワークの設定を変更すると、スケジュール設定したメッセージの配信に影響を与え

ることがあります。

• 2006 年 4 月 12 日に、リモート ロケーション A の内線番号 1234 のユーザ 1 に配信するメッセー

ジをスケジュール設定したとします。2006 年 4 月 11 日に、ユーザ 1 の内線番号を 5678 に変更す

ると、システムはメッセージを配信できずに NDR を生成します。

• 2006 年 4 月 12 日に、リモート ロケーション A の内線番号 1234 のユーザ 1 に配信するメッセー

ジをスケジュール設定したとします。2006 年 4 月 11 日に、ユーザ 1 を削除し、ユーザ 1 の内線番

号をユーザ 2 に割り当てました。スケジュール設定したメッセージは、ユーザ 2 に対して正常に配

信されます。

配信予定のメッセージのバックアップと復元

データ バックアップの中で、スケジュール設定した配信予定のメッセージはバックアップされます。

バックアップが復元されると、スケジュール設定したメッセージは適切な時刻に配信されます。スケ

ジュール設定した配信時刻が過去になっている場合は、システムが復元されたときにメッセージが配信

されます。

受信者が、スケジュール設定したメッセージを複数回受信することがあります。たとえば、2006 年 3 
月 20 日にシステムをバックアップしたとします。このバックアップには、2006 年 3 月 25 日の配信を

スケジュール設定したメッセージが含まれます。次に 2006 年 3 月 26 日に、停電が発生したとします。

管理者は、2006 年 3 月 20 日のバックアップを使用して、システムを復元します。バックアップ ファ

イルに含まれるスケジュール設定したメッセージは、再配信されます。

配信予定のメッセージの表示と削除

配信予定のメッセージを表示および削除する方法については、「配信予定のメッセージの監視」（P.398）
を参照してください。
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ユーザ以外へのメッセージ配信の設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.347）

• 「ユーザ以外へのメッセージ配信の設定」（P.348）

概要

この機能を使用すると、Cisco Unity Express ユーザは、ボイス メッセージを録音し、それを 長 1 年
先の事前定義した時刻に、外線番号またはユーザ以外に送信できます。メッセージを送信するユーザは

配信の設定時に、メッセージのアドレス再設定、再録音、メッセージ配信オプションの変更、および

メッセージの確認を行えます。同じ機能を使用して、ボイス メッセージを単純に転送することもでき

ます。

一般にファックスおよびファックス NDR など、音声の無いメッセージは、外線番号に転送されませ

ん。転送可能なものは、音声添付ファイル付きのファックスだけです。

ユーザが配信用にメッセージを設定しても、ユーザ以外への配信用のマークが付いたメッセージがある

ことは表示されません。ただし、管理者は、ユーザ以外への配信予定のマークが付いたメッセージを表

示したり、削除したりすることができます。上記の機能を提供するため、この機能には配信予定のコマ

ンドの拡張機能が含まれています。

この機能の制限事項を次に示します。

• 作成後すぐに送信されたメッセージは、削除または回収できません。

• 外線番号に対して検証は実行されません（ただし、関連付けられているダイヤル規制テーブルで

チェックされます）。

• メッセージのアドレス指定に、 大 5 つの外線番号を使用できます。

• 外線番号への同時通話数は、2 に制限されています。

ユーザは、メッセージの送信や、配信予定のメッセージの作成に、3.0 以前と同じ方法を使用します。

ユーザ以外にメッセージを送信するには、#4 を押した後に受信者の番号の入力を TUI から求められた

ときに、ユーザ以外の番号を入力します。この番号は検証されません。

誰が電話に応答したか、または送信先の番号が別の番号に転送されたかどうかにかかわらず、メッセー

ジは送信先の番号に配信されます。メッセージは、（実際にスケジュール設定した時刻から 5 分の猶予期

間内で）現在のシステム時刻に基づいて配信されます。メッセージは、次の場合に正常に配信されます。

• 送信先の番号で、受話器が取られて応答があった。

• 送信先の番号が別の番号に転送されてから、受話器が取られて応答があった。

システムがシャットダウンまたはオフライン状態になっていて、その期間中に配信するようにスケジュー

ル設定したメッセージがある場合、そのメッセージはシステムが再起動されたときに配信されます。

ユーザのメールボックスを削除すると、そのユーザが配信をスケジュール設定したすべてのメッセージ

も削除されます。ただし、ユーザのメールボックスが無効にされても、メッセージは削除されません。

メッセージの配信がスケジュール設定されると、送信者のメールボックスが有効であることが確認され

ます。このときにメールボックスが無効になっている場合に限り、メッセージが破棄されます。

配信をスケジュール設定したすべてのメッセージは、通常のデータ バックアップの中でバックアップ

されます。バックアップを復元すると、配信をスケジュール設定したバックアップ内のすべてのメッ

セージが、指定に従って受信者に送信されます。一部のメッセージでスケジュールした配信時刻が過ぎ

ている場合、そのメッセージは復元後にシステムを起動したときに送信されます。したがって、受信者

がメッセージを複数回受信する可能性があります。
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ユーザ以外に対するメッセージは、スケジュール設定した配信時刻まで、配信予定のメッセージ 
キューに格納されます。これらのメッセージは、メッセージ キューから削除されるまで、送信者の

クォータの一部として計算されます。メールボックスに空き容量がある場合、ユーザは配信予定のメッ

セージをいくつでもスケジュール設定できます。

メッセージが配信されるときに、次のいずれかのプロンプトがユーザ以外に対して再生されます。

• 「Hello.  This is the Cisco Unity Express Messaging System.  You have a message from spoken_name 
at E164_extension.  To listen to the message, press 1.」

• 「Hello.  This is the Cisco Unity Express Messaging System.  You have a message from 
E164_extension.  To listen to the message, press 1.」

• 「Hello.  This is the Cisco Unity Express Messaging System.  You have a message from an unknown 
sender.  To listen to the message, press 1.」

メッセージを聞いた後で、ユーザ以外が「To repeat this message, press 1」のプロンプトに応答するこ

とで、 大 2 回までメッセージを繰り返し再生できます。

ユーザがユーザ以外にメッセージを送信したときに、送信ユーザのメールボックスが満杯になっていた

場合は、メッセージが配信されません。この場合、送信者に次のプロンプトが再生されます。

「Your message could not be delivered to extension external_number.  Your mailbox is full.  You cannot 
send messages to a phone number.  To send another message, press 1.  To exit, press *.」 

ユーザ以外へのメッセージ配信の設定

前提条件

• Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン。

• 指定した外線番号へのメッセージの配信でこの機能を制限するには、「規制テーブルの設定」

（P.357）の説明に従って規制テーブルを設定する必要があります。

この手順に必要なデータ

この機能に関連付ける規制テーブルの名前。

概略手順

1. config t

2. voicemail non-subscriber restriction table-name

3. end

4. （オプション）show voicemail messages future

5. （オプション）show voicemail non-subscriber restriction-table
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詳細手順

例

se-10-0-0-0# show voicemail messages future

Message ID: JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731357131983
Sender: User1
Recipient(s): UserA
Length(sec): 30
Delivery time: Mon, 11 April 2006 08:0000-0800 (PST)

Message ID: JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731183375855
Sender: User2
Recipient(s): UserB, 95550041 (External)
Length(sec): 20
Delivery time: Wed, 13 April 2006 10:15:00-0800 (PST)

se-10-0-0-0# show voicemail msg-notification restriction-table

Restriction Table: msg-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference Call Pattern Allowed

1             19000... yes
2             170000 yes
3              * yes

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail non-subscriber restriction table-name

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail non-subscriber 
restriction non-subscriber-r-table

ユーザ以外へのメッセージ配信機能に規制テーブル

を関連付けます。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show voicemail messages future

例：

se-10-0-0-0# show voicemail messages future

（オプション）外線番号も含めて、配信予定のメッ

セージの配信を表示します。外線番号には、

（External）というサフィックスが付きます。

ステップ 5 show voicemail non-subscriber restriction-table

例：

se-10-0-0-0# show voicemail non-subscriber 
restriction-table

（オプション）ユーザ以外のボイスメール機能に関連

付けられた規制テーブルを表示します。
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ブロードキャスト メッセージの設定
この章では、ローカル Cisco Unity Express ボイスメール システムにネットワーキング機能を設定する

手順について説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「ブロードキャスト メッセージの概要」（P.350）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージの設定」（P.351）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトの有効化」（P.352）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージの表示」（P.353）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージの削除」（P.354）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージの開始時刻と終了時刻の変更」（P.354）（オプション）

• 「グループの Broadcast 特権の無効化」（P.355）（オプション）

• 「ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトの無効化」（P.355）（オプション）

• 「Local-Broadcast 特権の設定」（P.355）（オプション）

ブロードキャスト メッセージの概要

Cisco Unity Express では、ブロードキャスト メッセージをローカルおよびリモートのネットワーク ロ
ケーションに送信できます。Cisco Unity Express を使用すると、Broadcast 特権を持つユーザは、ロー

カルおよびネットワークのブロードキャスト メッセージを送信できます。ユーザは、Broadcast 特権を

持つグループのメンバーとして、この特権を取得します。

ブロードキャスト メッセージの送信は、Cisco Unity Express の Telephone User Interface（TUI; 電話

ユーザ インターフェイス）から実行できます。

ブロードキャスト メッセージ送信者は、メッセージを送信する前に、メッセージのアドレス再指定、

再録音、および確認を行うオプションを使用できます。送信者は、メッセージの開始時刻と終了時刻、

およびシステムから削除されるまでにブロードキャスト メッセージを再生可能な日数も設定できます。

ブロードキャスト メッセージの 大格納期間は 365 日です。デフォルトのメッセージのライフタイム

は 30 日です。

送信者は、ローカル システムに設定されたリモート ロケーションの一部またはすべてを含めることがで

きます。リモート アドレスには、ロケーション番号またはロケーション名を指定できます。ロケーショ

ン名を使用した場合、一致件数によっては複数のロケーションに解決されることがあります。ロケー

ションの数が 4 つ以下の場合、送信者は、正確なロケーションを選択するオプションを使用できます。

一致件数が 5 つ以上の場合、送信者は追加の文字を入力して、検索範囲を絞り込む必要があります。

リモート ロケーションにいるユーザはすべて、ブロードキャスト メッセージを受信します。受信者に

は、ボイスメールボックスへのログイン後すぐに、メッセージが再生されます。受信者は DTMF キー

を使用してメッセージを中断することはできません。また、ブロードキャスト メッセージを保存また

は削除することはできますが、返信または転送することはできません。

各ロケーションのシステム管理者は、Message Waiting Indicator（MWI; メッセージ ウェイティング 
インジケータ）ライトを点灯する方法と時期を決定します。

特定のシステムのブロードキャスト メッセージだけに対して MWI ライトをオンにすることができます。
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ブロードキャスト メッセージの設定

ブロードキャスト メッセージを設定するには、次の手順を実行します。

• 「グループへの Broadcast 特権の設定」（P.351）

• 「ブロードキャスト メッセージの長さと有効期間の設定」（P.351）

グループへの Broadcast 特権の設定

グループに Broadcast 特権を設定するには、次の EXEC モードのコマンドを使用します。

group group-name privilege broadcast

ここで、group-name はブロードキャスト メッセージを作成および送信する権限が割り当てられるユー

ザ グループです。

次の例では、managers という名前のグループに Broadcast 特権が割り当てられます。

se-10-0-0-0# group managers privilege broadcast

ブロードキャスト メッセージの長さと有効期間の設定

ブロードキャスト メッセージについてローカル システムを設定するには、次の手順を使用します。

この手順に必要なデータ

ブロードキャスト メッセージの長さと有効期間を設定するには、次の情報が必要です。

• ブロードキャスト メッセージの長さ（秒単位）

• ブロードキャスト メッセージの有効期間（日単位）

概略手順

1. config t

2. voicemail broadcast recording time broadcast-length

3. voicemail default broadcast expiration time broadcast-days

4. exit
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詳細手順

例

次の例では、ブロードキャスト メッセージの長さが 20 秒に、有効期間が 2 日に設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail broadcast recording time 20
se-10-0-0-0(config)# voicemail default broadcast expiration time 2
se-10-0-0-0(config)# exit

ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトの有効化

ボイスメールボックスでブロードキャスト メッセージが受信されたときに MWI ライトを有効にするに

は、次の Cisco Unity Express 設定モードのコマンドを使用します。

voicemail broadcast mwi

次の例は、ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを有効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# voicemail broadcast mwi
se-10-0-0-0(config)# end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 voicemail broadcast recording time broadcast-length

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail broadcast recording 
time 120

ブロードキャスト メッセージの 大長を秒単位で指

定します。有効な値は 10 ～ 3600 です。

ステップ 3 voicemail default broadcast expiration time 
broadcast-days

例：

se-10-0-0-0(config)# voicemail default broadcast 
expiration time 90

ブロードキャスト メッセージを格納する日数を指定

します。 大値は 365 日です。

ステップ 4 exit

例：

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

設定モードを終了します。
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ブロードキャスト メッセージの表示

ブロードキャスト メッセージに関する情報を表示するときは、複数のコマンドを使用できます。

現在のブロードキャスト メッセージの表示

ブロードキャスト メッセージを表示するには、次の EXEC モードのコマンドを使用します。

show voicemail broadcast messages

このコマンドの出力結果は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show voicemail broadcast messages

Message ID: JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103139552166-NBCM
Sender: 1005@nyc.mycompany.com
Length(secs): 10
Start time: 21:12:54 Nov 23 2005 PST
End time: 11:48:06 Dec 4 2005 PST

Message ID: JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103084723247-NBCM
Sender: /sw/local/users/user45
Length(secs): 30
Start time: 08:41:09 Dec 7 2005 PST
End time: 09:00:00 Jan 3 2006 PST

リモート ネットワーク ロケーションのユーザがブロードキャスト メッセージを送信する場合、そのリ

モート送信者の電子メール ドメインが [Sender] フィールドに表示されます。ローカル ユーザがメッ

セージを送信する場合は、その送信者へのパス名がこのフィールドに表示されます。

アクティブなブロードキャスト メッセージがない場合、出力結果は次のようになります。

se-10-0-0-0# show voicemail broadcast messages
No Broadcast Messages

メールボックスごとの受信ブロードキャスト メッセージの表示

次のコマンドは、ブロードキャスト メッセージ情報を表示するように変更されています。

show voicemail mailboxes

カラム BCST には、メールボックスで受信されたブロードキャスト メッセージの数が表示されます。

このコマンドの出力結果は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes

OWNER MSGS NEW SAVE DEL BCST MSGTIME MBXSIZE USED
user1 16 16 0 0 4 3000 3000 100%
user2 16 16 0 0 4 3000 3000 100%
user3 16 16 0 0 4 3000 3000 100%
user4 16 16 0 0 4 3000 3000 100%
353
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

ボイスメールの詳細設定

ブロードキャスト メッセージの設定
ボイスメール システムで受信されたブロードキャスト メッセージの表示

次のコマンドは、ブロードキャスト メッセージ情報を表示するように変更されています。

show voicemail usage

broadcast message count の行には、ボイスメール システムで受信されたブロードキャスト メッセー

ジの数が表示されます。このコマンドの出力結果は、たとえば次のように表示されます。

se-10-0-0-0# show voicemail usage

personal mailboxes: 120
general delivery mailboxes: 0
orphaned mailboxes 0
capacity of voicemail (minutes): 6000
allocated capacity (minutes): 6000.0
total message time used (seconds): 7543
total message count: 7001
average message length (seconds): 1.0774175117840308
broadcast message count: 4
future message count: 0
networking message count: 0
greeting time used (seconds): 3
greeting count: 1
average greeting length (seconds): 3.0
total time used (seconds): 7546
total time used (minutes): 125.76667022705078
percentage time used (%): 2
messages left since boot: 0
messages played since boot: 0
messages deleted since boot: 0

ブロードキャスト メッセージの削除

ブロードキャスト メッセージを削除するには、次の EXEC モードのコマンドを使用します。

voicemail broadcast message message-id delete

ここで、message-id はメッセージの符号化 ID です。メッセージ ID を取得するには、show voicemail 
broadcast messages コマンドを使用します。

次の例では、ブロードキャスト メッセージが削除されます。

se-10-0-0-0# voicemail broadcast message JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103139552166-NBCM 
delete

ブロードキャスト メッセージの開始時刻と終了時刻の変更

ブロードキャスト メッセージの開始時刻と終了時刻を変更するには、次の EXEC モードのコマンドを

使用します。

voicemail broadcast message message-id starttime time date

voicemail broadcast message message-id endtime time date

ここで、message-id はメッセージの符号化 ID、time は 24 時間形式の時刻、date は YYYY-MM-DD 形
式です。メッセージ ID を取得するには、show voicemail broadcast messages コマンドを使用します。
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次の例では、ブロードキャスト メッセージの開始時刻と終了時刻が変更されます。

se-10-0-0-0# voicemail broadcast message JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103139552166-NBCM 
starttime 10:00 2004-09-15
se-10-0-0-0# voicemail broadcast message JMX0824L4R4-NM-FOC08221WSQ-1103139552166-NBCM 
endtime 15:30 2004-09-16

グループの Broadcast 特権の無効化

グループから Broadcast 特権を削除するには、次の EXEC モードのコマンドを使用します。

no group groupname privilege broadcast

ここで、groupname は Broadcast 特権が削除されるグループです。

次の例では、managers という名前のグループの Local-Broadcast 特権が無効になります。

se-10-0-0-0# no group managers privilege broadcast

ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトの無効化

ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを無効にするには、次の Cisco Unity Express 設定

モードのコマンドを使用します。

no voicemail broadcast mwi

次の例は、ブロードキャスト メッセージに対する MWI ライトを無効にする方法を示しています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# no voicemail broadcast mwi
se-10-0-0-0(config)# end

Local-Broadcast 特権の設定

Cisco Unity Express に用意された Local-Broadcast 特権では、ユーザがローカル システム上の他の

ユーザだけに、ブロードキャスト メッセージを送信することができます。Local-Broadcast 特権は、

Broadcast 特権のサブセットです。Broadcast 特権では、ユーザがネットワーク上のすべての設定済み

ユーザおよびロケーションに、ブロードキャスト メッセージを送信できます。

Cisco Unity Express では、ローカル ブロードキャスト ユーザ用のデフォルト グループが作成されませ

ん。管理者は、ユーザのグループを作成し、そのグループに Local-Broadcast 特権を割り当てる必要が

あります。

GUI からこのオプションを設定するには、[Configure] > [Groups] オプションを使用してグループを選

択します。

前提条件

Local-Broadcast 特権に割り当てるグループの名前。特権を割り当てる前にグループが存在することを

確認します。
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概略手順

1. config t

2. groupname groupname privilege local-broadcast

3. end

4. （オプション）show groups privileges

詳細手順

例

次の例は、複数のグループの特権を示しています。

se-10-0-0-0# show groups privileges

GROUPID                         PRIVILEGES
Administrators                  superuser ManagePrompts ManagePublicList
Administrators                  ViewPrivateList
Broadcasters                    broadcast
managers                        broadcast ViewPrivateList
engineers local-broadcast

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 groupname groupname privilege local-broadcast

例：
se-10-0-0-0(config)# groupname engineers privilege 
local-broadcast

グループ groupname に Local-Broadcast 特権を割り

当てます。

ステップ 3 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

設定モードを終了します。

ステップ 4 show groups privileges

例：
se-10-0-0-0# show groups privileges

（オプション）設定したグループに割り当てられた特

権を表示します。
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規制テーブルの設定
この項では、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.357）

• 「電話ハッカーの侵入阻止」（P.359）

• 「規制テーブルの設定」（P.360）

概要

規制テーブルを使用すると、次の機能へのアクセスを制限できます。

• ファックス

• Live Reply

• メッセージ通知

• ユーザ以外へのメッセージ配信

• 発信者通話フローのカスタマイゼーション（「通話フローのカスタマイズ設定」（P.165）を参照）

機能ごとに、規制テーブルは、ユーザがその機能に使用可能な電話番号を制御します。この制限を使用

できるのは、電話機および数字用ポケットベルだけです。

システムには事前定義済みのテーブルが用意され、管理者はそれを修正できます。このテーブルは、シ

ステム上のすべてのユーザおよびグループに適用されます。このテーブルの一般的な用途は、その機能

での長距離および国際電話番号の使用防止です。

ユーザが電話機（携帯電話、自宅の電話、職場の電話など）および数字用ポケットベルに電話番号を割

り当てたとき、および発信を行う前に、システムは規制テーブルをチェックします。電話番号がテーブ

ルに制限対象としてリストされている場合、システムはユーザにメッセージを送信します。

ユーザがデバイスに設定済みの番号があり、後から管理者がその番号をシステム全体で制限した場合、そ

の番号に通知通話が行われなくなります。管理者は、ユーザごとにその番号を削除する必要があります。

Cisco Unity Express には、次の 2 つの条件を定義したデフォルトの規制テーブルが用意されています。

• 電話番号で許可される、アクセス コードを含めた 小桁数と 大桁数。 小は 1 桁、 大は 30 桁
です。デフォルトは 1 桁です。

• 制限された番号を表す、 大 10 文字のダイヤル ストリング。各ストリングは、ダイヤル パター

ン、およびそのパターンと一致する電話番号を制限するかどうかを指定する設定で構成されます。

有効なパターンには、0 ～ 9 の数字、アスタリスク（*）、およびドット（.）を使用できます。* は 
0 個以上の桁との一致を示します。ドットは、1 桁分のプレースホルダになります。

有効な設定値は allowed または disallowed です。

ユーザがデバイスに割り当てる電話番号を設定または変更しようとすると、システムはその番号の

桁数が許可されているかどうかを検証します。許可されていない場合、ユーザはシステム メッ

セージを受け取ります。

桁数が許容範囲の場合、システムはその番号を規制テーブル内の 初のパターン（設定 1）から順

に、ダイヤル パターンと照合します。その番号が 初のパターンと一致しない場合、システムは

テーブル内の次のパターン（設定 2）と照合し、一致するものが見つかるまで繰り返します。シス

テムはダイヤル ストリングの指定に従って、通話を許可または制限します。

デフォルトの規制テーブルでは、表 19 に示すようにすべての電話番号の使用が許可されています。
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このパターンは、設定および許可だけを変更できます。

規制テーブルには、同じダイヤル パターンと許可設定を持つ同一のダイヤル ストリングを含めること

ができます。これには、デフォルト パターンが含まれます。テーブルに「1 つ以上」のデフォルト パ
ターンが含まれている場合は、これらのダイヤル ストリングのいずれかを削除できます。

表 20 に、国際電話番号と制限番号のある規制テーブルを示します。

表 21 に、ある市外局番で 1 つの番号を許可し、その市外局番の他のすべての番号を制限する規制テー

ブルを示します。

規制テーブルで設定できるパラメータを次に示します。

• min-digits：指定された規制テーブルの 小桁数。 小桁数の有効な値は 1 ～ 30 で、デフォルト

は 1 です。

• max-digits：指定された規制テーブルの 大桁数。 大桁数の有効な値は 1 ～ 30 で、デフォルト

は 1 です。

• preference：規制テーブル内での文字列の順序。1 から始まる設定順序で文字列が検索されます。

有効な値は 1 ～ 10 です。

• pattern：照合するダイヤル パターン。有効な文字は数字 0 ～ 9、アスタリスク（*）、またはドッ

ト（.）です。このテーブルでは、重複するダイヤル パターンを設定できます。

• allowed：このパターンの電話番号を、メッセージ通知デバイスに割り当てることを許可します。

• disallowed：このパターンの電話番号を、メッセージ通知デバイスに割り当てることを禁止します。

• insert：テーブル内の正しい場所にダイヤル ストリングを挿入します。

表 19 デフォルトの規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 * はい

表 20 国際電話番号のある規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 9011* いいえ

2 91.......... いいえ

3 * はい

表 21 制限された市外局番のある規制テーブル

設定 ダイヤル パターン 許可

1 9011* いいえ

2 912225550150 はい

3 91222....... いいえ

4 * はい
358
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

ボイスメールの詳細設定

規制テーブルの設定
電話ハッカーの侵入阻止

Cisco ルータ プラットフォームが音声対応 Cisco IOS ソフトウェア イメージとともにインストールさ

れている場合は、プラットフォームで適切な機能を有効にして、不正なユーザによる潜在的な電話ハッ

カーの侵入を阻止する必要があります。これらの機能は、音声通話を処理するすべてのシスコ ルータ

の Unified Communications アプリケーション（Cisco Unified Communications Manager Express
（CME）、Cisco Survivable Remote Site Telephony（SRST）、Cisco Unified Border Element（UBE）、
Cisco IOS ベースのルータおよび独立型のアナログとデジタルの PBX および Public-Switched 
Telephone Network（PSTN; 公衆電話交換網）のゲートウェイ、およびシスコ コンタクトセンター 
VoiceXML ゲートウェイなど）に導入します。これらの機能には次が含まれますが、それらに限定さ

れません。

• 音声ポートの第 2 発信音の無効化：デフォルトでは、第 2 発信音はシスコのルータ ゲートウェイ

の音声ポートに表されます。Foreign Exchange Office（FXO）ポートに PLAR（Private Line, 
Automatic Ringdown）を使用し、T1/E1 ポートに Direct-Inward-Dial（DID; ダイヤルイン）を使

用して、第 2 発信音が着信発信者に示されないようにします。

• シスコ ルータのアクセス コントロール リスト（ACL）：ルータまたはゲートウェイに対する通話

の確実に有効な発信元だけを許可し、不明な発信者からの不正な Session Initiation Protocol（SIP; 
セッション開始プロトコル）または H.323 通話がルータやゲートウェアで処理または接続されな

いように ACL を定義します。

• 使用していない SIP および H.323 ポートを閉じる：SIP または H.323 プロトコルが展開で使用さ

れていない場合は、関連するプロトコル ポートを閉じます。シスコの音声ゲートウェイに Time 
Division Multiplex（TDM; 時分割多重化）トランクまたは IP を使用して PSTN 宛ての通話をルー

ティングするよう設定されているダイヤルピアがある場合は、使用していない H.323 または SIP 
ポートを閉じて、不正なエンドポイントからの通話が接続できないようにします。プロトコルが使

用されていて、ポートを開いたままにする必要がある場合は、ACL を使用してアクセスを正当な

発信元に制限します。

• SIP ポート 5060 の変更：SIP がアクティブに使用されている場合は、ポートをよく知られている

ポートである 5060 以外のポートに設定することを検討してください。

• SIP 登録：SIP 登録が SIP トランクで使用可能な場合はこの機能を有効にしてください。これによ

り、正当な発信元だけが通話に接続できるように認証と検証の追加レベルが提供されます。この機

能が使用できない場合は、適切な ACL が設定されていることを確認します。

• SIP ダイジェスト認証：SIP ダイジェスト認証機能が登録または招待のいずれかに使用できる場合

は、この機能を有効にします。これにより、正当な発信元だけが通話に接続できるように認証と検

証の追加レベルが提供されます。

• 明示的な着信ダイヤルピアと発信ダイヤルピア：明示的なダイヤルピアを使用して、ルータ、特に 
Cisco Unified CME、Cisco Unified SRST、および Cisco UBE で使用される IP 間接続で許可され

る通話のタイプとパラメータを制御します。着信ダイヤルピアは発信元に対する制御を強化し、発

信ダイヤルピアは宛先に対する制御を強化します。着信ダイヤルピアは常に通話に使用されます。

ダイヤルピアが明示的に定義されていない場合、暗黙のダイヤルピア 0 が使用されてすべての通話

が許可されます。

• 明示的な宛先パターン：宛先パターンに .T 以上の細かさのダイヤルピアを使用して、許可されて

いないオフネット コール宛先をブロックします。特定の宛先パターンのダイヤルピアで Class of 
Restrictions（COR; クラス オブ レストリクション）を使用して、PSTN 上のさまざまな宛先に対

する通話をさらに細かく制御できます。

• トランスレーション ルール：トランスレーション ルールを使用して、通話が PSTN に接続する前

にダイヤルされた番号を操作して、PSTN 宛先にダイヤルできるユーザをより的確に制御します。

正当なユーザは、特定の PSTN（国際電話など）ロケーションのアクセス コードと拡張番号にダイ

ヤルします。
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• Tcl および VoiceXML スクリプト：Tcl/VoiceXML スクリプトをダイヤルピアに添付し、データ

ベース検索または追加のルータ外許可チェックを実行して、発信元または宛先の番号に基づいて通

話フローを許可または拒否します。Tcl/VoiceXML スクリプトを使用して、着信 DID 通話にプレ

フィックスを追加することもできます。プレフィックスと DID が内線と一致すると、通話が完了

します。一致しない場合、無効な番号にダイヤルしていることを通知するプロンプトが発信者に対

して再生されます。

• ホスト番号の検証：「permit hostname」機能を使用して、Request Uniform Resource Identifier（リ

クエスト URI; リクエスト ユニフォーム リソース識別子）の Fully Qualified Domain Name
（FQDN; 完全修飾ドメイン名）ホスト名を含む初期の SIP 招待を、正当な発信元のホスト名の設定

済みリストに対して検証します。

• ダイナミック Domain Name Service（DNS; ドメイン ネーム サービス）：DNS をダイヤルピアの

「セッション ターゲット」として使用している場合、通話接続の実際の IP アドレスの宛先は、次

の通話では異なる場合があります。音声発信元グループと ACL を使用して、DNS 応答で予期され

る有効なアドレス範囲を制限します（これはこの後の通話の設定宛先に使用されます）。

設定についての詳細は、『Cisco IOS Unified Communications Toll Fraud Prevention』を参照してくだ

さい。

規制テーブルの設定

次の項では、規制テーブルを設定する方法について説明します。

• 「規制テーブルの作成」（P.360）（オプション）

• 「規制テーブルの削除」（P.361）（オプション）

• 「規制テーブルの設定」（P.362）（オプション）

規制テーブルの作成

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. restriction table-name create

3. end

4. （オプション）show restriction table [table-name | all]
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規制テーブルの設定
詳細手順

例

次の例は、show restriction-table table-name コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show restriction-table fax-restriction

Restriction Table:        fax-restriction
Minimum digits allowed:   1
Maximum digits allowed:   30
Dial Strings:
Preference Call Pattern Allowed

1             19000... yes
2             170000 yes
3              * yes

規制テーブルの削除

前提条件

なし。

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. restriction table-name delete

3. end

4. （オプション）show restriction table [table-name | all]

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 restriction table-name create

例：

se-10-0-0-0(config)# restriction live-reply create

規制テーブルを作成します。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show restriction table [table-name|all]

例：

se-10-0-0-0# show restriction table live-reply

（オプション）指定した規制テーブルを表示します。
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規制テーブルの設定
詳細手順

例

show restriction-table table-name コマンドのサンプル出力については、「例」（P.361）を参照してく

ださい。

規制テーブルの設定

規制テーブルを設定するには、次のいずれかのパラメータを設定します。デフォルト値のままにするこ

ともできます。

• 小桁数 

• 大桁数

• ダイヤル ストリング設定 

前提条件

次の機能で規制テーブルを使用するには、Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョンが必要です。

• ファックス

• Live Reply

• メッセージ通知

• ユーザ以外へのメッセージ配信

この手順に必要なデータ

なし。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 restriction table-name delete

例：

se-10-0-0-0(config)# restriction live-reply delete

規制テーブルを削除します。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show restriction table [table-name|all]

例：

se-10-0-0-0# show restriction table live-reply

（オプション）指定した規制テーブルを表示します。
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規制テーブルの設定
概略手順

1. config t

2. restriction table-name dial-string preference number pattern pattern-string {allowed|disallowed} 
[insert]

3. restriction table-name min-digits num-of-digits

4. restriction table-name max-digits num-of-digits

5. end

6. （オプション）show restriction table [table-name | all]
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規制テーブルの設定
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 restriction table-name dial-string preference 
preference-number pattern pattern-string {allowed | 
disallowed} [insert]

例：

se-10-0-0-0(config)# restriction msg-notification 
dial-string preference 2 pattern 91222* disallowed
se-10-0-0-0(config)# restriction msg-notification 
dial-string preference 2 pattern 91800* allowed 
insert

（オプション）電話機または数字用ポケットベルに割

り当てられた電話番号を確認するために使用される

ダイヤル ストリングを指定します。このコマンドを

使用して新しいダイヤル ストリングを規制テーブル

に追加するか、既存のダイヤル ストリングを変更し

ます。

• preference-number：規制テーブル内での文字列

の順序。1 から始まる設定順序で文字列が検索

されます。有効な値は 1 ～ 10 です。

デフォルト パターン * にはデフォルトで設定 1 
が指定されています。管理者はこの設定を変更
できます。

• pattern-string：照合するダイヤル パターン。有

効な文字は数字 0 ～ 9、アスタリスク（*）、ま

たはドット（.）です。このテーブルでは、重複

するダイヤル パターンを設定できます。

デフォルト パターン * は削除または変更できま
せん。

• allowed：このパターンの電話番号を、メッセー

ジ通知デバイスに割り当てることを許可します。

デフォルト パターン * はデフォルトでは allowed 
です。管理者はこの設定を変更できます。

• disallowed：このパターンの電話番号を、メッ

セージ通知デバイスに割り当てることを禁止し

ます。

• insert：（オプション）テーブル内の正しい場所

にダイヤル ストリングを挿入します。既存の文

字列の設定番号は順に増えていきます。設定番

号が 1 未満または 10 を超えると、システム 
メッセージが表示されます。

insert が使用されない場合、指定された設定の
既存のダイヤル ストリングがこの新しいダイヤ
ル ストリングに置き換えられます。指定された
設定の既存のダイヤル ストリングがない場合、
システム メッセージが表示されます。

ステップ 3 restriction msg-notification min-digits 
minimum-digits

例：

se-10-0-0-0(config)# restriction msg-notification 
min-digits 5

（オプション）通知電話番号用の 小桁数を指定しま

す。有効な値は 1 ～ 30 です。デフォルトは 1 です。

この値は、電話機および数字用ポケットベルだけに

適用されます。
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例

show restriction-table table-name コマンドのサンプル出力については、「例」（P.361）を参照してく

ださい。

ステップ 4 restriction msg-notification max-digits 
maximum-digits

例：

se-10-0-0-0(config)# restriction msg-notification 
max-digits 12

（オプション）制限された番号の 大桁数を指定しま

す。有効な値は 1 ～ 30 です。デフォルトは 1 です。

max-digits の値が min-digits の値よりも小さい場

合、システム メッセージが表示されます。

この値は、電話機および数字用ポケットベルだけに

適用されます。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show restriction table [table-name|all]

例：

se-10-0-0-0# show restriction table live-reply

（オプション）指定した規制テーブルを表示します。

コマンドまたは操作 目的
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この章では、「システム コンポーネントの設定」（P.57）で説明されている 初のインストールおよび

設定処理の後でアプリケーション パラメータを変更するための高度な設定手順について説明します。

「システム コンポーネントの設定」の章には、この章で説明されていないコマンドも含まれています。

この高度な設定手順は、次の項で構成されています。

• 「ホスト名の設定」（P.367）

• 「DNS サーバの設定」（P.369）

• 「NTP サーバの設定」（P.370）

• 「syslog サーバの設定」（P.374）

• 「クロック タイム ゾーンの設定」（P.376）

• 「パスワードおよび PIN のパラメータの設定」（P.378）

• Cisco Unified CME パスワードの同期（「パスワードおよび PIN のパラメータの設定」（P.378）を

参照）

• PINless ボイスメール（「パスワードおよび PIN のパラメータの設定」（P.378）および「パスワー

ドおよび PIN のシステム設定の表示」（P.387）を参照）

• 「CLI コマンドのスケジュール」（P.389）

ホスト名の設定
ソフトウェア インストール後のプロセスで、ホスト名は設定されています。ホスト名を変更するには、

この手順を使用します。

概略手順

1. config t

2. hostname hostname

3. exit

4. show hosts

5. copy running-config startup-config
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ホスト名の設定
詳細手順

例

次のコマンドは、ホスト名を設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# hostname mainhost
ca-west(config)# exit
ca-west#

show hosts コマンドの出力は、次の例のようになります。

ca-west# show hosts

Hostname: mainhost
Domain:        myoffice
DNS Server1:   10.100.10.130
DNS Server2:   10.5.0.0
ca-west#

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 hostname hostname

例：

se-10-0-0-0(config)# hostname mainhost
mainhost(config)#

ローカルの Cisco Unity Express システムを識別するホスト名

を指定します。ホスト名の一部としてドメイン名を含めないで

ください。

Cisco Unity Express プロンプトは、ホスト名を反映するよう

に変更されます。ホスト名を入力しない場合、「se」と Cisco 
Unity Express ネットワーク モジュールの IP アドレスを使用

してプロンプトが作成されます。

ステップ 3 exit

例：

mainhost(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4 show hosts

例：

mainhost# show hosts

システム上で設定されているローカル ホスト名および DNS 
サーバを表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例：

mainhost# copy running-config startup-config

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアップ コン

フィギュレーションにコピーします。
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DNS サーバの設定
DNS サーバの設定
DNS サーバと IP アドレスは、ソフトウェア インストール後のプロセスで設定されています。サーバ名

と IP アドレスを変更するには、この手順を使用します。

概略手順

1. config t

2. ip domain-name dns-server-name

3. ip name-server ip-address [ip-address] [ip-address] [ip-address] 

4. exit

5. show hosts

6. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ip domain-name dns-server-name

例：

se-10-0-0-0(config)# ip domain-name mycompany.com

DNS サーバのドメイン名を指定します。

ステップ 3 ip name-server ip-address [ip-address] [ip-address] 
[ip-address]

例：

se-10-0-0-0(config)# ip name-server 192.168.0.5

se-10-0-0-0(config)# ip name-server 192.168.0.5 
192.168.0.10 192.168.0.12 192.168.0.20

DNS サーバの IP アドレスを 4 つまで指定します。

ステップ 4 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 5 show hosts

例：

se-10-0-0-0# show hosts

IP ルートの宛先、ゲート、およびマスクを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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NTP サーバの設定
例

次のコマンドは、DNS サーバを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ip domain-name mycompany
se-10-0-0-0(config)# ip name-server 10.100.10.130 10.5.0.0
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

show hosts コマンドの出力は、次の例のようになります。

se-10-0-0-0# show hosts

Hostname:      se-10-100-6-10
Domain:        mycompany
DNS Server1:   10.100.10.130
se-10-0-0-0#

NTP サーバの設定
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）は、ソフトウェア インストール後の

プロセスで設定されています。Cisco Unity Express では、 大 3 つの NTP サーバを使用できます。

NTP サーバを追加または削除するには、この手順を使用します。

NTP サーバの追加

NTP サーバを指定するには、その IP アドレスまたはホスト名を使用します。

Cisco Unity Express は、DNS サーバを使用して、ホスト名を IP アドレスに解決し、その IP アドレス

を NTP サーバとして格納します。DNS がホスト名を複数の IP アドレスに解決した場合、

Cisco Unity Express は、IP アドレスの中からまだ NTP サーバとして指定されていないものを 1 つラン

ダムに選択します。

NTP サーバの 1 つのホスト名に複数の IP アドレスを設定する場合は、同じホスト名を使用して設定手

順を繰り返します。繰り返すたびに、NTP サーバが残りの IP アドレスに割り当てられます。

概略手順

1. config t

2. ntp server {hostname | ip-address} [prefer]

3. exit

4. show ntp status

5. show ntp servers

6. show ntp source

7. show ntp association

8. copy running-config startup-config
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NTP サーバの設定
詳細手順

例

次のコマンドは、NTP サーバを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ntp server 10.100.6.9
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

次の例は、show ntp status コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp status

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ntp server {hostname | ip-address} [prefer]

例：
se-10-0-0-0(config)# ntp server 10.0.3.4
se-10-0-0-0(config)# ntp server 10.0.10.20 prefer

NTP サーバの名前または IP アドレスを指定します。

複数のサーバを設定する場合は、prefer アトリ

ビュートを含むサーバを先に使用します。

ステップ 3 exit

例：
se-10-0-0-0(config)# exit

設定モードを終了します。

ステップ 4 show ntp status

例：
se-10-0-0-0# show ntp status

NTP サブシステムの状態を表示します。

ステップ 5 show ntp servers

例：
se-10-0-0-0# show ntp servers

Network Time Protocol（NTP）サーバおよびそれら

の現在のステータスのリストを表示します。

ステップ 6 show ntp source

例：
se-10-0-0-0# show ntp source

Network Time Protocol（NTP）サーバの時刻源を表

示します。

ステップ 7 show ntp association

例：
se-10-0-0-0# show ntp association

すべての Network Time Protocol（NTP）サーバのア

ソシエーション ID およびステータスを表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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NTP サーバの設定
NTP reference server 1:       10.100.6.9
Status:                       sys.peer
Time difference (secs):       3.268110099434328E8
Time jitter (secs):           0.1719226837158203
se-10-0-0-0#

次の例は、show ntp servers コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp servers

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*10.100.10.65 127.127.7.1 8 u  933 1024  377    0.430   -1.139   0.158
space reject,       x falsetick,       .excess,          - outlyer
+ candidate,        # selected,        * sys.peer,        o pps.peer

次の例は、show ntp source コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp source

127.0.0.1: stratum 9, offset 0.000015, synch distance 0.03047
10.100.10.65: stratum 8, offset -0.001124, synch distance 0.00003

次の例は、show ntp association コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp associations

ind assID status  conf reach auth condition  last_event cnt
===========================================================
  1 37773  9624   yes   yes  none  sys.peer   reachable  2

次の例では、NTP サーバのホスト名が 172.16.10.1 と 172.16.10.2 の 2 つの IP アドレスを指すように

設定されます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ntp server NTP.mine.com
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# ntp server NTP.mine.com
se-10-0-0-0(config)# exit
se-10-0-0-0#

次の例は、show ntp status コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp status

NTP reference server 1:       172.16.10.1
Status:                       sys.peer
Time difference (secs):       3.268110099434328E8
Time jitter (secs):           0.1719226837158203

NTP reference server 1:       172.16.10.2
Status:                       sys.peer
Time difference (secs):       3.268110099434328E8
Time jitter (secs):           0.1719226837158203
se-10-0-0-0#
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NTP サーバの設定
NTP サーバの削除

NTP サーバを削除するには、その IP アドレスまたはホスト名を使用します。

概略手順

1. config t

2. no ntp server {hostname | ip-address}

3. exit

4. show ntp status

5. show ntp configuration

6. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 no ntp server {hostname | ip-address}

例：

se-10-0-0-0(config)# no ntp server 10.0.3.4
se-10-0-0-0(config)# no ntp server myhost

削除する NTP サーバのホスト名または IP アドレス

を指定します。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show ntp status

例：

se-10-0-0-0# show ntp status

NTP サブシステムの状態を表示します。

ステップ 5 show ntp configuration

例：

se-10-0-0-0# show ntp configuration

設定されている NTP サーバの状態を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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syslog サーバの設定
NTP サーバ情報の表示

次のコマンドを使用すると、NTP サーバの構成情報とステータスを表示できます。

• show ntp associations

• show ntp servers

• show ntp source

• show ntp status

次の例は、show ntp associations コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp associations

ind assID status  conf reach auth condition  last_event cnt
===========================================================
  1 61253  8000   yes   yes  none    reject

次の例は、show ntp servers コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp servers

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 10.100.6.9       0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
space reject,       x falsetick,       . excess,          - outlyer
+ candidate,        # selected,        * sys.peer,        o pps.peer

次の例は、show ntp source コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp source

192.168.0.1: stratum 16, offset 0.000013, synch distance 8.67201
0.0.0.0:        *Not Synchronized*

次の例は、show ntp status コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ntp status

NTP reference server :        10.100.6.9
Status:                       reject
Time difference (secs):       0.0
Time jitter (secs):           4.0

syslog サーバの設定
Cisco Unity Express は、システムのアクティビティを説明するメッセージを取り込みます。これらの

メッセージは収集され、Cisco Unity Express モジュールのハードディスクの messages.log ファイル、

コンソール、または外部システム ログ（syslog）サーバに転送されます。messages.log ファイルは、

デフォルトの転送先です。

この項では、メッセージを収集するために外部サーバを設定する手順について説明します。メッセージを

表示する方法については、「システム アクティビティ メッセージの表示」（P.404）を参照してください。
374
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

高度な設定

syslog サーバの設定
この手順に必要なデータ

指定されたログ サーバのホスト名または IP アドレスが必要です。

概略手順

1. config t

2. log server address {hostname | ip-address}

3. exit

4. show running-config

詳細手順

例

show running-config コマンドの出力は、次の例のようになります。

se-10-0-0-0# show running-config

clock timezone America/Los_Angeles

hostname se-10-0-0-0

ip domain-name localdomain

ntp server 10.100.60.1
.
.
.
log server address 10.100.10.210

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 log server address {hostname | ip-address}

例：

se-10-0-0-0(config)# log server address 10.187.240.31
se-10-0-0-0(config)# log server address logpc

ログ サーバとして指定された NTP サーバのホス

ト名または IP アドレスを指定します。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show running-config

例：

se-10-0-0-0# show running-config

システム コンフィギュレーションを表示します。

これには、設定されたログ サーバが含まれます。
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クロック タイム ゾーンの設定
voicemail default mailboxsize 3000
voicemail capacity time 6000

end

クロック タイム ゾーンの設定
ローカル Cisco Unity Express モジュールのタイム ゾーンは、ソフトウェア インストール後のプロセス

で設定されています。モジュールのタイム ゾーンを変更するには、この手順を使用します。

Cisco Unity Express は自動的に、選択されたタイム ゾーンに基づいて、クロックをサマータイムに更

新します。

概略手順

1. config t

2. clock timezone timezone

3. exit

4. show clock detail

5. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 clock timezone timezone

例：

se-10-0-0-0(config)# clock timezone 
America/Los_Angeles

ローカル タイム ゾーンを指定します。timezone 引数

の値を入力するには、タイム ゾーンを表すフレーズ

を知っている必要があります。

フレーズが不明の場合は、Enter キーを押します。タ

イム ゾーンを選択できる一連のメニューが表示され

ます。

ステップ 3 exit

例：

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

設定モードを終了します。

ステップ 4 show clock detail

例：

se-10-0-0-0# show clock detail

タイム ゾーン、時間分解能、および現在の時刻を表

示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例：

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

コンフィギュレーションの変更部分をスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーします。
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クロック タイム ゾーンの設定
例

次のコマンドは、クロック タイム ゾーンを設定します。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# clock timezone

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa            4) Arctic Ocean     7) Australia       10) Pacific Ocean
2) Americas          5) Asia             8) Europe
3) Antarctica        6) Atlantic Ocean   9) Indian Ocean
#? 2
Please select a country.
 1) Anguilla              18) Ecuador               35) Paraguay
 2) Antigua & Barbuda     19) El Salvador           36) Peru
 3) Argentina             20) French Guiana         37) Puerto Rico
 4) Aruba                 21) Greenland             38) St Kitts & Nevis
 5) Bahamas               22) Grenada               39) St Lucia
 6) Barbados              23) Guadeloupe            40) St Pierre & Miquelon
 7) Belize                24) Guatemala             41) St Vincent
 8) Bolivia               25) Guyana                42) Suriname
 9) Brazil                26) Haiti                 43) Trinidad & Tobago
10) Canada                27) Honduras              44) Turks & Caicos Is
11) Cayman Islands        28) Jamaica               45) United States
12) Chile                 29) Martinique            46) Uruguay
13) Colombia              30) Mexico                47) Venezuela
14) Costa Rica            31) Montserrat            48) Virgin Islands (UK)
15) Cuba                  32) Netherlands Antilles  49) Virgin Islands (US)
16) Dominica              33) Nicaragua
17) Dominican Republic    34) Panama
#? 45
Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
 4) Eastern Standard Time - Indiana - most locations
 5) Central Time
 6) Central Time - Michigan - Wisconsin border
 7) Mountain Time
 8) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
 9) Mountain Time - Navajo
10) Mountain Standard Time - Arizona
11) Pacific Time
12) Alaska Time
13) Alaska Time - Alaska panhandle
14) Alaska Time - Alaska panhandle neck
15) Alaska Time - west Alaska
16) Aleutian Islands
17) Hawaii
#? 11

The following information has been given:

        United States
        Pacific Time

Therefore TZ='America/Los_Angeles' will be used.
Local time is now:      Tue Jul 18 02:02:19 PDT 2006.
Universal Time is now:  Tue Jul 18 09:02:19 UTC 2006.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
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パスワードおよび PIN のパラメータの設定
#? 1
Save the change to startup configuration and reload the module for the new timezone to 
take effect.
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0#

show clock detail コマンドの出力は、次の例のようになります。

se-10-0-0-0# show clock detail

19:20:33.724 PST Wed Feb 4 2004
time zone:                              America/Pacific
clock state:                            unsync
delta from reference (microsec):        0
estimated error (microsec):             175431
time resolution (microsec):             1
clock interrupt period (microsec):      10000
time of day (sec):                      732424833
time of day (microsec):                 760817

パスワードおよび PIN のパラメータの設定
Cisco Unity Express は、パスワードおよび個人識別番号（PIN）のパラメータの設定をサポートしま

す。これについて次の項で説明します。

• 「パスワードおよび PIN の長さと有効期限の設定」（P.378）

• 「パスワードおよび PIN の保護およびロックアウト モードの設定」（P.380）

• 「PIN およびパスワードの履歴の設定」（P.386）

• 「バックアップ ファイルの PIN の暗号化」（P.388）

• 「パスワードおよび PIN のシステム設定の表示」（P.387）

（注） Cisco Unity Express で [Configure] --> [Users] を使用して Cisco Unified CME ユーザのパスワードを

変更した場合、そのユーザのパスワードは Cisco Unified CME で更新されます。ただし、その逆は当

てはまりません。つまり、Cisco Unified CME で変更したユーザ パスワードは、Cisco Unity Express 
で更新されません。

（注） PINless ボイスメールを設定する方法については、「PINless メールボックス アクセスの設定」（P.159）
を参照してください。

パスワードおよび PIN の長さと有効期限の設定

Cisco Unity Express は、パスワードおよび PIN について、次の 2 つの属性の設定をサポートします。

• パスワードおよび PIN の 小長

拡張セキュリティ手順をサポートするため、Cisco Unity Express では、パスワードおよび PIN の
長さが設定可能になっています。管理者は、この値の長さを 3 文字以上の英数字として設定できま

す。すべてのユーザがそれ以上の文字数のパスワードと PIN を持つように、この値がシステム全

体に適用されます。この長さを設定するには、GUI の [Defaults] > [User] オプションを使用する

か、次に説明する手順を実行します。
378
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

高度な設定

パスワードおよび PIN のパラメータの設定
パスワードの長さは、PIN の長さと同じにする必要はありません。

デフォルトの長さは、英数字 3 文字です。パスワードの 大長は、英数字 32 文字です。PIN の
大長は、英数字 16 文字です。

パスワードまたは PIN の長さをシステム デフォルト値に設定するには、コマンドの no 形式または 
default 形式を使用します。

（注） 小のパスワードまたは PIN の長さを大きくした場合、新しい制限に適合しない既存のパスワー

ドおよび PIN は、自動的に期限切れになります。ユーザは、GUI に次回ログインするときにパス

ワードをリセットし、TUI に次回ログインするときに PIN をリセットする必要があります。

• パスワードおよび PIN の有効期限

Cisco Unity Express では、管理者はパスワードおよび PIN の有効期限をシステム全体ベースで設

定できます。有効期限は、パスワードおよび PIN が有効な時間（日数）です。この時間に達した

ら、ユーザは新しいパスワードまたは PIN を入力する必要があります。

このオプションが設定されていない場合、パスワードおよび PIN は無期限に有効です。

この時間を設定するには、GUI の [Defaults] > [User] オプションを使用するか、次に説明する手順

を実行します。

パスワードの有効期限は、PIN の有効期限と同じにする必要はありません。

有効な範囲は 3 ～ 365 日です。

パスワードまたは PIN の有効期限をシステム デフォルト値に設定するには、コマンドの no 形式ま

たは default 形式を使用します。

概略手順

• config t

• security password length min password-length

• security pin length min pin-length

• security password expiry days password-days

• security pin expiry days pin-days

• exit

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security password length min password-length

例：

se-10-0-0-0(config)# security password length min 5

すべてのユーザのパスワードの長さを指定しま

す。デフォルトの 小値は 3、 大値は 32 です。

小のパスワードの長さをシステム デフォルト

に設定するには、コマンドの no 形式または 
default 形式を使用します。
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例

次の例では、パスワードの長さが 6 文字、PIN の長さが 5 文字、パスワードの有効期限が 60 日、PIN 
の有効期限が 45 日に設定されています。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# security password length min 6
se-10-0-0-0(config)# security pin length min 5
se-10-0-0-0(config)# security password expiry days 60
se-10-0-0-0(config)# security pin expiry days 45
se-10-0-0-0(config)# exit

パスワードおよび PIN の保護およびロックアウト モードの設定

リリース 3.0 以降では、パスワードおよび PIN に対する一時的なロックアウトおよび無期限のロックア

ウトを使用し、セキュリティ侵害の防止に役立てることができます。

無期限のロックアウト モードでは、誤ったパスワードまたは PIN が指定した回数だけ入力されると、

そのユーザのアカウントが無期限にロックされます。アカウントがロックされると、そのアカウントの

ロックを解除してパスワードをリセットできるのは管理者だけになります。

一時的ロックアウト モードでは、誤ったパスワードまたは PIN が指定した回数だけ初期入力されると、

そのユーザのアカウントが一時的にロックされます。このロックアウトは、指定した時間だけ継続しま

す。次回、誤ったパスワードまたは PIN が 大回数を超えると、そのアカウントは指定した時間の 2 
倍だけロックされます。誤ったパスワードまたは PIN のセットが入力されるたびにロックアウト時間

ステップ 3 security pin length min pin-length

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin length min 4

すべてのユーザの PIN の 小長を指定します。

デフォルトの値は 3、 大値は 16 です。

小の PIN の長さをシステム デフォルトに設

定するには、コマンドの no 形式または default 
形式を使用します。

ステップ 4 security password expiry days password-days

例：

se-10-0-0-0(config)# security password expiry days 60

ユーザのパスワードの 大有効日数を指定しま

す。有効な値の範囲は 3 ～ 365 です。

この値が設定されていない場合、パスワードは

無期限に有効です。

パスワードの有効期限をシステム デフォルトに

設定するには、コマンドの no 形式または 
default 形式を使用します。

ステップ 5 security pin expiry days pin-days

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin expiry days 45

ユーザの PIN の 大有効日数を指定します。有

効な値の範囲は 3 ～ 365 です。

この値が設定されていない場合、PIN は無期限

に有効です。

PIN の有効期限をシステム デフォルトに設定す

るには、コマンドの no 形式または default 形
式を使用します。

ステップ 6 exit

例：

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

設定モードを終了します。

コマンドまたは操作 目的
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が増加し、ログインの合計失敗回数が指定回数に達すると、アカウントが無期限にロックされます。

DoS攻撃（サービス拒絶攻撃）を防止するため、ユーザがロックアウト期間中にログインしようとし

た場合は、再試行カウントが増加しません。ユーザが正しいパスワードまたは PIN を入力して正常に

ログインすると、ロックアウト時間が 0 にリセットされます。アカウントが無期限にロックされると、

そのアカウントのロックを解除してパスワードをリセットできるのは管理者だけになります。管理者が

アカウントのロックを解除すると、再試行カウントと無効時間も 0 にリセットされます。

無期限のロックアウトの動作を設定するには、次のものを指定する必要があります。

• ロックアウト モード（permanent に設定）

• アカウントがロックされるまでに許可するログイン試行の 大失敗回数

一時的なロックアウトの動作を設定するには、次のものを指定する必要があります。

• ロックアウト モード（temporary に設定）

• 初の一時的ロックアウトをトリガーする失敗試行の回数 

• 初の一時的ロックアウトの期間 

• アカウントが無期限にロックされる失敗試行の回数 

パスワードおよび PIN の保護を使用する場合は、次の 4 つのオプションがあります。

• パスワードの保護方法

– 無期限のロックアウト 

– 一時的ロックアウト 

• PIN の保護方法

– 無期限のロックアウト 

– 一時的ロックアウト 

次の項で、それぞれの手順について説明します。

• 「無期限のロックアウトによるパスワード保護の設定」（P.381）

• 「無期限のロックアウトによる PIN 保護の設定」（P.382）

• 「一時的ロックアウトによるパスワード保護の設定」（P.383）

• 「一時的ロックアウトによる PIN 保護の設定」（P.384）

無期限のロックアウトによるパスワード保護の設定 

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. security password lockout enable

3. security password lockout policy perm-lock 
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4. security password perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

5. end

詳細手順

無期限のロックアウトによる PIN 保護の設定 

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. security pin lockout enable

3. security pin lockout policy perm-lock 

4. security pin perm-lock max-attempts no_of_max_attempts

5. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security password lockout enable

例：

se-10-0-0-0(config)# security password lockout 
enable

パスワードのロックアウト機能を有効にします。

ステップ 3 security password lockout policy perm-lock

例：

se-10-0-0-0(config)# security password lockout 
policy perm-lock 

ログイン試行が 大失敗回数に達したときに、ユー

ザを無期限にロックアウトするようにセキュリティ 
モードを設定します。

ステップ 4 security password perm-lock max-attempts 
no_of_max_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security password perm-lock 
max-attempts 2

無期限のロックアウトをトリガーする失敗試行の

大回数を指定します。範囲は 1 ～ 200 です。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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詳細手順

一時的ロックアウトによるパスワード保護の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. security password lockout enable

3. security password lockout policy temp-lock 

4. security password temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

5. security password temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

6. security password temp-lock duration duration

7. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security pin lockout enable

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin lockout enable

PIN のロックアウト機能を有効にします。

ステップ 3 security pin lockout policy perm-lock

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin lockout policy 
perm-lock 

ログイン試行が 大失敗回数に達したときに、ユー

ザを無期限にロックアウトするようにセキュリティ 
モードを設定します。

ステップ 4 security pin perm-lock max-attempts 
no_of_max_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin perm-lock 
max-attempts 2

無期限のロックアウトをトリガーする失敗試行の

大回数を指定します。

ステップ 5 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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詳細手順

一時的ロックアウトによる PIN 保護の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security password lockout enable

例：

se-10-0-0-0(config)# security password lockout 
enable

PIN のロックアウト機能を有効にします。

ステップ 3 security password lockout policy temp-lock

例：

se-10-0-0-0(config)# security password lockout 
policy temp-lock 

ログイン試行が 大失敗回数に達したときに、ユー

ザを無期限にロックアウトするようにセキュリティ 
モードを設定します。

ステップ 4 security password temp-lock max-attempts 
no_of_max_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock 
init-attempts 8

一時的ロックアウトをトリガーする失敗試行の初期

回数を指定します。範囲は init-attempts の値～ 200 
です。

ステップ 5 security password temp-lock init-attempts 
no_of_init_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock 
init-attempts 4

一時的ロックアウトをトリガーする失敗試行の初期

回数を指定します。範囲は、1 ～ max_attempts の値

です。

ステップ 6 security password temp-lock duration duration

例：

se-10-0-0-0(config)# security password temp-lock 
duration 10

一時的ロックアウト モードの初期ロックアウト時間

（分）を指定します。有効な範囲は未定です。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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概略手順

1. config t

2. security pin lockout enable

3. security pin lockout policy temp-lock 

4. security pin temp-lock max-attempts no_of_max_attempts

5. security pin temp-lock init-attempts no_of_init_attempts

6. security pin temp-lock duration duration

7. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security pin lockout enable

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin lockout enable

PIN のロックアウト機能を有効にします。

ステップ 3 security pin lockout policy temp-lock

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin lockout policy 
temp-lock 

ログイン試行が 大失敗回数に達したときに、ユー

ザを無期限にロックアウトするようにセキュリティ 
モードを設定します。

ステップ 4 security pin temp-lock max-attempts 
no_of_max_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock 
init-attempts 8

一時的ロックアウトをトリガーする失敗試行の初期

回数を指定します。範囲は init-attempts の値～ 200 
です。

ステップ 5 security pin temp-lock init-attempts 
no_of_init_attempts

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock 
init-attempts 4

一時的ロックアウトをトリガーする失敗試行の初期

回数を指定します。範囲は、1 ～ max_attempts の値

です。

ステップ 6 security pin temp-lock duration duration

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin temp-lock duration 
10

一時的ロックアウト モードの初期ロックアウト時間

（分）を指定します。有効な範囲は未定です。

ステップ 7 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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PIN およびパスワードの履歴の設定 
リリース 3.0 以降では、この機能を使用すると、すべてのユーザに対して以前の PIN とパスワードが追

跡され、ユーザが古い PIN またはパスワードを再使用することが防止されます。PIN またはパスワー

ドの履歴数の設定には、GUI と CLI のどちらも使用できます。

この項では、次の手順について説明します。

• 「パスワードの履歴数の設定」（P.386）

• 「PIN の履歴数の設定」（P.386）

パスワードの履歴数の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. security password history depth depth

3. end

詳細手順

PIN の履歴数の設定

前提条件

Cisco Unity Express 3.0 以降のバージョン

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security password history depth depth

例：

se-10-0-0-0(config)# security password history depth 
6

すべてのユーザが、強制的にパスワード履歴リスト

にないパスワードを選択するようにします。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. config t

2. security pin history depth depth

3. end

詳細手順

パスワードおよび PIN のシステム設定の表示

パスワードおよび PIN の設定を表示するには、次の Cisco Unity Express EXEC モードのコマンドを使

用します。

show security detail

このコマンドの出力は、次のようになります。

se-10-0-0-0# show security detail

Password Expires:         true
Password Age:             60 days
Password Length (min):    5
Password Length (max):    32
PIN Expires:              true
PIN Age:                  45 days
PIN Length (min):         4
PIN Length (max):         16

次の例は、パスワードの有効期限と PIN の長さがシステムのデフォルト値にリセットされた場合の値

を示しています。

se-10-0-0-0# show security detail

Password Expires:         false
Password Length (min):    3

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 security pin history depth depth

例：

se-10-0-0-0(config)# security pin history depth 6

すべてのユーザが、強制的にパスワード履歴リスト

にない PIN を選択するようにします。

ステップ 3 end

例：

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

特権 EXEC モードに戻ります。
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Password Length (max):    32
PIN Expires:              false
PIN Length (min):         3
PIN Length (max):         16

PINless ボイスメールの設定を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次のコマンドを使用

します。

show voicemail detail mailbox [owner]

このコマンドでは、次のような出力が生成され、次に示す 3 つのオプションのいずれかが表示されます。

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox cjwhite
Owner: /sw/local/users/cjwhite
Type: Personal
Description:
Busy state: idle
Enabled: true
Allow login without pin: [no |
yes - from subscriber's phone numbers |
yes - from any phone number]
Mailbox Size (seconds): 3000
Message Size (seconds): 60
Play Tutorial: false
Fax Enabled: true
Space Used (seconds): 12
Total Message Count: 1
New Message Count: 1
Saved Message Count: 0
Future Message Count: 0
Deleted Message Count: 0
Fax Message Count: 0
Expiration (days): 30
Greeting: standard
Zero Out Number:
Created/Last Accessed: Jun 05 2007 17:06:07 PDTumber: 1

バックアップ ファイルの PIN の暗号化

リリース 3.0 以前は、PIN が LDAP にクリア テキストで格納されたため、バックアップ ファイル内で

参照することができました。これは、ユーザ PIN が LDAP に格納され、それが LDIF 形式でバック

アップされるためです。今回の機能では、PIN を LDAP データベースに格納する前に SHA-1 ハッシュ

暗号化が適用されます。このため、ユーザがボイスメールにログインすると、送信された PIN はハッ

シュ化され、LDAP ディレクトリから取得された PIN アトリビュートと比較されます。

以前のバージョンから移行するには、LDAP ディレクトリでクリア PIN をハッシュ化 PIN に変換する

必要があります。一般的に、この変換は、システムが以前のバージョンからアップグレードされた直

後、または古いバックアップからの復元操作後に行います。このとき、クリア PIN がデータベースか

ら削除され、暗号化された PIN に置き換えられます。

SHA-1 を使用した暗号化は元に戻せないため、変換の完了後にこの機能を無効またはオフにし、暗号

化された PIN をクリア形式に復元することはできません。

（注） この機能は GUI または CLI を使用して設定する必要がありません。
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CLI コマンドのスケジュール
Cisco Unity Express 8.0 以降では、CLI コマンド ブロックの実行をスケジュールできるようになりまし

た。コマンド ブロックはインタラクティブに入力します。記号のデリミタ文字を使用して実行の開始

と停止を行います。一連のコマンドの実行は EXEC モードで開始されますが、コマンド ブロック内で

のモード変更コマンドが許可されています。

Cisco Unity Express 8.0 では次の制限があります。

• コマンド ブロックの 大サイズは、改行文字も含めて 1,024 文字です。

• ブロック内のコマンドには、カンマ「,」やデリミタ文字を使用できません。たとえば、デリミタ

文字を「#」 に設定している場合、この文字はコマンド ブロック内で使用できません。

• システム管理者だけが、コマンド ブロックの実行をスケジュールできます。

• CLI コマンドは、システムの superuser 特権で実行されます。

• これらのコマンド ブロックの実行に対する通知はありません。エラー メッセージおよび結果を確

認できるのは、ログ ファイルだけです。

注意 CLI コマンドは注意深くスケジュールしてください。インタラクティブなコマンドを使用すると、

実行が停止されます。いくつかのコマンドは、システムを不安定にすることがあります。

前提条件

Cisco Unity Express 8.0 以降のバージョン

この手順に必要なデータ

なし。

概略手順

1. kron schedule [name]

2. description

3. repeat every {number days at time |number weeks on day | number months on day date | number 
years on month month} at time

（注） repeat every コマンドの代わりに、次のいずれかのコマンドを使用することもできます。

• repeat once at time

• repeat daily at time

• repeat monthly on day date at time

• repeat weekly on day at time

• repeat yearly on month month at time

4. start-date date

5. stop-date date

6. commands delimiter
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高度な設定

CLI コマンドのスケジュール
7. exit

8. show kron schedules

9. show kron schedule detail job

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 kron schedule [name]

例：
se-10-0-0-0# kron schedule kron1011

kron スケジュール設定モードを開始します。

ステップ 2 description description

例：
se-10-0-0-0(kron-schedule)# description backup

（オプション）スケジュール設定した kron ジョブの

説明を入力します。

ステップ 3 repeat every {number days |number weeks on day | 
number months on day date | number years on month 
month} at time time

例：
se-10-0-0-0(kron-schedule)# repeat every 2 days at 
time 10:00

スケジュール設定した定期的な kron ジョブの実行頻

度を指定します。1 回限りの kron ジョブを設定する

には、repeat once コマンドを使用します。また、前

述の（注）で示した他の repeat コマンドのいずれか

を使用することもできます。

ステップ 4 start-date date

例：
se-10-0-0-0(kron-schedule)# start-date 05/30/2009

スケジュール設定した定期的な kron ジョブの実行開

始日を指定します。

ステップ 5 stop-date date

例：
se-10-0-0-0(kron-schedule)# stop-date 10/20/2009

スケジュール設定した定期的な kron ジョブの実行終

了日を指定します。

ステップ 6 commands delimiter

例：
se-10-0-0-0(kron-schedule)# commands %
Enter CLI commands to be executed. End with the 
character ‘%’. Maximum size is 1024 characters, it 
may not contain symbol %.

%show version
show running-config
config t
hostname aaa

%
se-10-0-0-0(kron-schedule)#

インタラクティブ モードを開始します。このモード

では、スケジュール設定した kron ジョブにコマンド 
ブロック内のコマンドを入力できます。デリミタ文

字を使用してコマンド ブロックを区切ります。

（注） 任意の記号をデリミタにできます。「%」 記号

は、例示だけを目的として使用しています。

ステップ 7 exit kron スケジュール設定モードを終了します。
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CLI コマンドのスケジュール
例

show kron schedules コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show kron schedules
Name  Schedule  Commands
krj1  Every 1 days at 12:34  show ver,sh run,conf t,host...
Total: 1

show kron schedule detail job コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show kron schedule detail job krj1
Job Name  krj1
Description
Schedule  NOT SET
Last Run  NEVER
Last Result
Next Run  NEVER
Active  from 2010/02/15 until INDEFINITE
Disabled
CLI Commands

 show ver
 sh run
 conf t
 hostname aaa

se-10-0-0-0# 

ステップ 8 show kron schedules

例：
se-10-0-0-0# show kron schedule

スケジュール設定した kron ジョブのリストを表示し

ます。

ステップ 9 show kron schedule detail job name

例：
se-10-0-0-0# show kron schedule detail job kron1011

スケジュール設定した特定の kron ジョブについての

情報を表示します。

コマンドまたは操作 目的
391
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J
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CLI コマンドのスケジュール
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システムの監視

この章では、Cisco Unity Express システムの状態とパフォーマンスを監視するための手順について説

明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「アクティブな通話の監視」（P.393）

• 「配信予定のメッセージの監視」（P.398）

• 「アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監視」（P.400）

• 「キューの監視」（P.401）

• 「SNMP および管理データのアクティビティの表示」（P.402）

• 「システム アクティビティ メッセージの表示」（P.404）

• 「AIM コンパクト フラッシュ メモリの使用状況の確認」（P.405）

• 「履歴レポートの表示」（P.405）

• 「リアルタイム レポートの表示」（P.406）

アクティブな通話の監視
この項では、Cisco Unity Express システムでアクティブな通話を監視できるようにするコマンドにつ

いて説明します。この項は、次の項で構成されています。

• 「アクティブな通話のアプリケーション別の表示」（P.393）

• 「アクティブな通話のルート別の表示」（P.395）

• 「着信ファックス通話の表示」（P.397）

• 「アクティブな通話の終了」（P.398）

アクティブな通話のアプリケーション別の表示

アクティブな通話をアプリケーション別に表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次のコ

マンドを使用します。

show ccn call application [all [subsystem {jtapi | sip}] | 
application-name [subsystem {jtapi | sip}]]

ここで、all はすべてのアプリケーションのアクティブな通話を表示し、application-name は指定され

たアプリケーションでアクティブな通話を表示し、jtapi と sip はそのサブシステムでアクティブな通

話を表示します。
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アクティブな通話の監視
このコマンドにより、ポート、通話、およびメディアに関する情報が表示されます。

次の例は、show ccn call application コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn call application voicemail

Active Call Details for Subsystem :SIP 
-----------------------------------------

 **** Details for route ID :1200 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :4
Port Impl ID :16904
Port State :IN_USE
Call Id :241
Call Impl Id :FFCE47C8-669711D6-8C4BF237-80EC4A17@10.4.39.35
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :1
Application Associated :voicemail
Application Task Id :17000000122
Called Number :1200
Dialed Number :
Calling Number :1005
ANI :
DNIS :
CLID :sip:1005@10.4.39.35
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :
Original Dialed Number :

Media Id :6
Media State :IN_USE
Media Destination Address :10.4.39.35
Media Destination Port :16970
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.39.135
Media Source Port :16904
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K

se-10-0-0-0# show ccn call application promptmgmt

Active Call Details for Subsystem :SIP 
-----------------------------------------

 **** Details for route ID :1202 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :3
Port Impl ID :16902
Port State :IN_USE
Call Id :242
Call Impl Id :92023CF-669811D6-8C50F237-80EC4A17@10.4.39.35
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アクティブな通話の監視
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :1
Application Associated :promptmgmt
Application Task Id :17000000123
Called Number :1202
Dialed Number :
Calling Number :1005
ANI :
DNIS :
CLID :sip:1005@10.4.39.35
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :
Original Dialed Number :

Media Id :5
Media State :IN_USE
Media Destination Address :10.4.39.35
Media Destination Port :18534
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.39.135
Media Source Port :16902
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K

アクティブな通話のルート別の表示

Cisco Unity Express では、アクティブな通話をルート別に表示できます（ルートとは、アプリケー

ション用に設定されたトリガー番号です。設定されているトリガーのリストを表示するには、show 
ccn trigger コマンドを使用します）。

アクティブな通話をルート別に表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次のコマンドを使

用します。

show ccn call route [all [subsystem {jtapi | sip}] | route-address [subsystem {jtapi | sip}]]

ここで、all はすべてのアプリケーションのアクティブな通話を表示し、route-address は指定されたルー

トでアクティブな通話を表示し、jtapi と sip はそのサブシステムでアクティブな通話を表示します。

このコマンドにより、JTAPI と SIP の両方のサブシステムにおけるポート、通話、およびメディアに関

する情報が表示されます。

次の例は、show ccn call route all コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# show ccn call route all

Active Call Details for Subsystem :JTAPI 
-----------------------------------------

 **** Details for route ID :2200 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :2
Port Impl ID :2225550100
Port State :IN_USE
Call Id :9
Call Impl Id :1566/1
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アクティブな通話の監視
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :6
Application Associated :voicemail
Application Task Id :17000000010
Called Number :2200
Dialed Number :
Calling Number :2001
ANI :
DNIS :
CLID :
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :2200
Original Dialed Number :

Media Id :2
Media State :IN_USE
Media Destination Address :172.16.59.11
Media Destination Port :22814
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.14.133
Media Source Port :16388
Source Size :20
Source Payload :G711ULAW64K

    ** Active Port #2:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :1
Port Impl ID :2225550150
Port State :IN_USE
Call Id :10
Call Impl Id :1567/1
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :6
Application Associated :voicemail
Application Task Id :17000000011
Called Number :2200
Dialed Number :
Calling Number :2003
ANI :
DNIS :
CLID :
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :2200
Original Dialed Number :

Media Id :1
Media State :IN_USE
Media Destination Address :172.16.59.12
Media Destination Port :27928
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.14.133
Media Source Port :16386
Source Size :20
Source Payload :G711ULAW64K
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アクティブな通話の監視
次の例は、ルート 1200 のアクティブな通話を示しています。ルート 1200 は、ボイスメール アプリ

ケーションのトリガー番号です。

se-10-0-0-0# show ccn call route 1200 

Active Call Details for Subsystem :SIP 
-----------------------------------------

 **** Details for route ID :1200 ****
 -------------------------------------

    ** Active Port #1:Call and Media info **
    ------------------------------------------
 
Port ID :8
Port Impl ID :16912
Port State :IN_USE
Call Id :246
Call Impl Id :E682B0A9-673311D6-8C64F237-80EC4A17@10.4.39.35
Call State :CALL_ANSWERED
Call active time(in seconds) :0
Application Associated :voicemail
Application Task Id :17000000127
Called Number :1200
Dialed Number :
Calling Number :1005
ANI :
DNIS :
CLID :sip:1005@10.4.39.35
Arrival Type :DIRECT
Last Redirected Number :
Original Called Number :
Original Dialed Number :

Media Id :1
Media State :IN_USE
Media Destination Address :10.4.39.35
Media Destination Port :18812
Destination Size :20
Destination Payload :G711ULAW64K
Media Source Address :10.4.39.135
Media Source Port :16912
Source Size :30
Source Payload :G711ULAW64K

着信ファックス通話の表示

着信通話を録音しているときに着信ファックス通話のリストを表示するには、Cisco Unity Express 
EXEC モードで show ccn call fax incoming コマンドを使用します。このコマンドにより、すべての

着信ファックス セッションの接続時間、送信者の電話番号、および受信者の電話番号が表示されます。

次の例は、show ccn call fax incoming コマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0> show ccn call fax incoming 
Connect Time                  Sender              Receiver
=======================================================================
Mon Jan 15 12:56:26 PST 2007  1111                5000
1 incoming fax call(s)
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配信予定のメッセージの監視
アクティブな通話の終了

アクティブな通話を終了するには、通話の実装 ID か、通話がシステムに着信するときに経由したポー

トの実装 ID を使用します。通話またはポートの実装 ID を取得するには、show ccn call route コマン

ドを使用します。「アクティブな通話のルート別の表示」（P.395）を参照してください。

アクティブな通話を終了するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次のコマンドを使用します。

ccn call terminate {callimplid | portimplid} impli-id 

ここで、impli-id は通話またはポートの実装 ID です。

次の例では、実装 ID が 1567/1 の通話が終了します。

se-10-0-0-0# ccn call terminate call 1567/1

次の例では、実装 ID が 2225550150 のポートを経由する通話が終了します。

se-10-0-0-0# ccn call terminate port 2225550150

配信予定のメッセージの監視
配信予定のメッセージを監視するには、次の手順を実行する必要があります。

• 「配信予定のメッセージの表示」（P.398）

• 「配信予定のメッセージの削除」（P.399）

配信予定のメッセージについては、「メッセージ配信のスケジュール設定」（P.344）を参照してください。

配信予定のメッセージの表示

配信予定のメッセージに関する情報の表示には、複数の CLI コマンドを使用できます。

すべての配信予定のメッセージの表示

配信予定としてスケジュール設定したすべてのメッセージの詳細を表示するには、Cisco Unity Express 
EXEC モードで show voicemail messages future コマンドを使用します。

コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show voicemail messages future

Message ID: JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731357131983
Sender: User1
Recipient(s): UserA
Length(sec): 30
Delivery time: Mon, 11 April 2006 08:0000-0800 (PST)

Message ID: JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731183375855
Sender: User2
Recipient(s): UserB,UserG
Length(sec): 20
Delivery time: Wed, 13 April 2006 10:15:00-0800 (PST)
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配信予定のメッセージの監視
ユーザ別の配信予定のメッセージ数の表示

配信予定としてスケジュール設定したメッセージ数をユーザ別に表示するには、Cisco Unity Express 
EXEC モードで show voicemail mailboxes コマンドを使用します。

コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show voicemail mailboxes

OWNER               MSGS NEW SAVE DEL BCST  FUTR    MSGTIME   MBXSIZE  USED
''user1'' 25   25  0    0   0     1  2952      3000     98 %
''user2'' 5    1   4    0   0     0       1933      3000     64 %
''user3''             5    5   0    0   0     2  893       3000     30 %
''user4'' 5    5   0    0   0     1  893       3000     30 %
''user8'' 5    5   0    0   0     1  893       3000     30 %
''user9''             5    5   0    0   0     0       893       3000     30 %

ユーザに対してスケジュール設定したメッセージ数の表示

特定のユーザに対してスケジュール設定したメッセージ数を表示するには、Cisco Unity Express EXEC 
モードで show voicemail detail mailbox コマンドを使用します。

コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show voicemail detail mailbox user2

Owner:                                  /sw/local/users/user2
Type:                                   Personal
Description:                            
Busy state:                             idle
Enabled:                                true
Mailbox Size (seconds):                 3927
Message Size (seconds):                 60
Play Tutorial:                          true
Space Used (seconds):                   60
Total Message Count:                    14
New Message Count:                      1
Saved Message Count:                    2
Future Message Count:                   2
Deleted Message Count:                  9
Expiration (days):                      30
Greeting:                               standard
Zero Out Number:                        
Created/Last Accessed:                  Jan 23 2006 13:41:31 PST

配信予定のメッセージの削除

配信予定としてスケジュール設定したメッセージを削除するには、Cisco Unity Express EXEC モード

で次のコマンドを使用します。

voicemail message future message-id delete

ここで、message-id はスケジュール設定したメッセージのメッセージ ID です。スケジュール設定した

メッセージのメッセージ ID を表示するには、show voicemail messages future コマンドを使用します。

message-id が存在しない場合、または message-id が配信予定としてスケジュール設定したメッセージ

に属していない場合は、エラー メッセージが表示されます。

次の例では、配信予定のメッセージが削除されます。

se-10-0-0-0# voicemail message future JMX0637L023-NM-FOC08221WRB-731357131983 delete
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アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監視
アクティブな IMAP および VoiceView Express セッショ
ンの監視

アクティブな IMAP および VoiceView Express セッションの監視には、複数の CLI コマンドを使用で

きます。

• 「IMAP セッションの表示」（P.400）

• 「VoiceView Express セッションの表示」（P.400）

• 「アクティブな VoiceView Express セッションの終了」（P.401）

IMAP セッションの表示

アクティブな Internet Mail Access Protocol（IMAP）セッションに関するステータス情報を表示するに

は、Cisco Unity Express EXEC モードで show imap sessions コマンドを使用します。

コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show imap sessions

Sessions IP Address  Connect Time User ID
====================================================================

1 10.21.82.244 Wed Nov 16 01:35:02 CST 2005 user1
2 172.18.10.10 Wed Nov 16 03:23:15 CST 2005 user5

（注） このコマンドは、AIM-CUE/AIM2-CUE では使用できません。

VoiceView Express セッションの表示

アクティブな VoiceView Express セッションに関するステータス情報を表示するには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで show voiceview sessions コマンドを使用します。

コマンドのサンプル出力を次に示します。

se-10-0-0-0# show voiceview sessions

Mailbox RTP User ID Phone MAC Address
1013 Yes user1 0015.C68E.6C1E
1016 No user5 0015.629F.8706
1015 No user3 0015.63EE.3790
1014 Yes user6 0015.629F.888B

4 session(s)
2 active RTP stream(s)

（注） このコマンドは、AIM-CUE/AIM2-CUE では使用できません。
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キューの監視
アクティブな VoiceView Express セッションの終了

アクティブな VoiceView Express セッションを終了するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次

のコマンドを使用します。

service voiceview session terminate mailbox-id

ここで、mailbox-id は、アクティブな VoiceView Express セッションがあるメールボックスの ID で
す。

次の例では、メールボックス ID user 3 の VoiceView Express セッションが終了します。

se-10-0-0-0# service voiceview session terminate mailbox user3

また、新しい TUI セッションまたは VoiceView Express セッションは、既存の VoiceView Express 
セッションよりも優先され、既存のセッションが終了します。

キューの監視
Cisco Unity Express キューの監視には、複数の CLI コマンドを使用できます。

• 「ネットワーク キューの監視」（P.401）

• 「通知キューの監視」（P.402）

• 「ファックス キューの監視」（P.402）

ネットワーク キューの監視

ネットワーク キューに関するステータス情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで 
show network queues コマンドを使用します。

次の例は、コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show network queues

Running Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
107   VPIM 06:13:26   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com
106   VPIM 06:28:25   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com

Urgent Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
123   VPIM 16:33:39   1     andy            9003@lax.mycompany.com

Normal Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
122   VPIM 16:33:23   1     andy            9001@lax.mycompany.com
124   VPIM 16:34:28   1     andy            9003@lax.mycompany.com
125   VPIM 16:34:57   1     andy            9002@lax.mycompany.com
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通知キューの監視

メッセージ通知キューに関するステータス情報を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで

次のコマンドを使用します。

show voicemail notification queue {email | phone}

ここで、email は、電子メール キューに関する詳細を表示し、phone は電話通知キューに関する詳細

を表示します。

次の例は、show voicemail notification queue コマンドの 2 つのバージョンの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show voicemail notification queue email

OWNER DEVICE TYPE TIME
user1 Text Pager 723232
user1 Email inbox 2323343

se-10-0-0-0# show voicemail notification queue phone

OWNER DEVICE TYPE TIME
user1 Numeric Pager 342343

ジョブがいずれかのキューに入ると、そのジョブを削除できなくなります。通知の送信後に、システム

がジョブを削除します。

ファックス キューの監視

ファックスは、常にキュー モードで送信されます。Cisco Unity Express IVR のファックス キューを表

示するには、Cisco Unity Express IVR user EXEC モードで show ccn subsystem fax outbound fax コ
マンドを使用します。

次の例は、コマンドのサンプル出力を示しています。

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

SNMP および管理データのアクティビティの表示
Cisco Unity Express システムで Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理

プロトコル）監視を設定していない場合は、「SNMP 監視の設定」（P.407）の手順を参照してください。

SNMP および管理データのアクティビティを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで次の 
trace コマンドを使用します。

• trace snmp {agent all | agent debug | all}：SNMP アクティビティのトレースを有効にします。

• trace management {agent all | agent debug | all}：管理データ要求のトレースを有効にします。

次の例は、これらのコマンドのサンプル出力を示しています。

se-10-0-0-0# trace snmp agent all 
se-10-0-0-0# show trace buffer tail 
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SNMP および管理データのアクティビティの表示
4280 06/03 10:10:31.035 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxPercentTimeUsed,0) = cueMboxPercentTimeUsed
4280 06/03 10:10:31.100 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfMessages,1)
4280 06/03 10:10:31.100 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.109 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfMessages,1) = cueMboxNumberOfMessages
4280 06/03 10:10:31.171 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfMessages,0)
4280 06/03 10:10:31.171 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.180 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfMessages,0) = cueMboxNumberOfMessages
4280 06/03 10:10:31.241 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfNewMessages,1)
4280 06/03 10:10:31.241 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.250 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfNewMessages,1) = cueMboxNumberOfNewMessages
4280 06/03 10:10:31.313 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfNewMessages,0)
4280 06/03 10:10:31.313 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.322 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfNewMessages,0) = cueMboxNumberOfNewMessages
4280 06/03 10:10:31.384 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfSavedMessages,1)
4280 06/03 10:10:31.385 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.393 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfSavedMessages,1) =cueMboxNumberOfSavedMessages
4280 06/03 10:10:31.454 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfSavedMessages,0)
4280 06/03 10:10:31.455 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.MBeanUtil.invoke(Voicemail:name=Stats,MboxStatsTableValue,
<parms>,<signature>)
4280 06/03 10:10:31.463 snmp agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.snmp.SnmpNative.SnmpTableGetLong(CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB,cueMboxTable
,cueMboxNumberOfSavedMessages,0) =cueMboxNumberOfSavedMessages 

se-10-0-0-0# trace management agent all 
se-10-0-0-0# show trace buffer tail 
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システム アクティビティ メッセージの表示
087 06/03 10:18:42.523 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPI.getJTAPConnectionStatus out
087 06/03 10:18:42.523 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectivity.getUpdateStatus in
087 06/03 10:18:42.523 mgmt agnt 1 com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectviity.update 
in
087 06/03 10:18:42.524 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectivity.udpateTables in
087 06/03 10:18:42.525 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/protorbcp,device)
087 06/03 10:18:42.526 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/hw/eth/eh0,ip,addrdefault)
087 06/03 10:18:42.529 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPIUtil.gettapiPortStatus in
087 06/03 10:18:42.574 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPIUtil.gettapiPortStatus {3504={id=3, implid=3504, 
state=IDLE}, 3503={id=0, implid=3503,tate=IDLE}, 3502={id=1, implid=3502, state=IDLE}, 
3500={id=2, implid=3500, stat=IDLE}}
087 06/03 10:18:42.574 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPIUtil.gettapiPortStatus out
087 06/03 10:18:42.576 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/apps/f/ccnapps/configurations/craAesop/ccnwfapp,wfj
tapi,ciscoccnatcallmanager)
087 06/03 10:18:42.581 mgmt agnt 1 com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPIUtil.getctiveCCM in
087 06/03 10:18:42.581 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/limit,global,applicationMode)
087 06/03 10:18:42.602 mgmt agnt 1 com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.JTAPIUtil.getctiveCCM 
out
087 06/03 10:18:42.604 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/apps/f/ccnapps/configurations/craAesop/ccnwfapp,wfs
ip,providerHostname)
087 06/03 10:18:42.607 mgmt agnt 1
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/apps/f/ccnapps/configurations/craAesop/ccnwfapp,wfs
ip,providerHostname)
087 06/03 10:18:42.610 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/apps/f/ccnapps/configurations/craAesop/ccnwfapp,wfs
ip,providerPortnumber)
087 06/03 10:18:42.614 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.SysdbUtil.get(/sw/limit,global,applicationMode)
087 06/03 10:18:42.615 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectivity.udpateTables out
087 06/03 10:18:42.615 mgmt agnt 1 com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectivity.update 
out
087 06/03 10:18:42.616 mgmt agnt 1 
com.cisco.aesop.mgmt.voicemail.VoiceConnectivity.getUpdateStatus out

システム アクティビティ メッセージの表示
Cisco Unity Express は、システムのアクティビティを説明するメッセージを取り込みます。

syslog サーバを設定していない場合は、その手順について 「syslog サーバの設定」（P.374）を参照し

てください。

システム アクティビティは、システムの機能に及ぼす影響に応じて、次の 4 つの重大度に分類されて

います。

• 情報：メッセージは、通常のシステム アクティビティを説明します。このメッセージには、デ

バッグ メッセージ、情報メッセージ、および通知メッセージなどがあります。

• 警告：メッセージは、通常以外のアクティビティが発生していることを警告します。

Cisco Unity Express システムは引き続き機能します。
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AIM コンパクト フラッシュ メモリの使用状況の確認
• エラー：メッセージは、システム エラーが発生したことを示します。Cisco Unity Express システ

ムは、機能を停止する場合があります。

• 致命的：メッセージは、システムが重大な状況、警戒を要する状況、または緊急事態にあることを

説明します。Cisco Unity Express システムはすでに機能を停止しています。

これらのメッセージは、収集された後、次の 3 つのいずれかに出力されます。

• messages.log ファイル：このオプションがデフォルトです。このファイルには、すべてのシステム 
メッセージが記録されます。このファイルは、Cisco Unity Express モジュールのハードディスク

に格納されます。コンソールに表示したり、サーバにコピーすることで、トラブルシューティング

およびエラー報告用にこれらのメッセージを確認できます。

• コンソール：log console info コマンドを使用すると、システム メッセージが発生後すぐに表示さ

れます。

• 外部システム ログ（syslog）サーバ：Cisco Unity Express は、メッセージを別のサーバにコピー

し、そのサーバのハードディスク上のファイルに収集します。どのディレクトリにメッセージ ロ
グが保存されるかは、外部サーバ上の syslog デーモン設定によって決まります。

外部サーバは、Cisco Unity Express モジュールの IP アドレスのポート 514 で User Datagram 
Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）をリッスンするように設定されている必要があ

ります。

AIM コンパクト フラッシュ メモリの使用状況の確認
Cisco Unity Express は、AIM コンパクト フラッシュ メモリの使用状況と消耗を追跡してログに記録し

ます。トレース データはモジュールに保存されます。このデータを表示するには、Cisco Unity 
Express EXEC モードで show interface ide 0 コマンドを使用します。

show interface ide 0

出力例を次に示します。

se-10-0-0-0# show interface ide 0

IDE hd0 is up, line protocol is up
     3496 reads, 46828544 bytes
     0 read errors
     9409 write, 137857024 bytes
     0 write errors

0.0993% worn

履歴レポートの表示
履歴レポート機能を使用すると、モジュールの履歴レポート データベースに、通話イベントおよびア

プリケーション イベントに関連する情報と統計を保存できます。この履歴データを後から Cisco 
Unified Communications Express Historical Reporting Client で使用すると、各種の使用状況レポート

を生成できます。

履歴レポートの設定方法については、「履歴レポートの設定」（P.118）を参照してください。

履歴レポートを表示するには、GUI の [Administration] > [Historical Reporting] オプションを使用しま

す。Cisco Unified Communications Express Historical Reporting Client の使用方法については、GUI 
のオンライン ヘルプを参照してください。
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リアルタイム レポートの表示
（注） 履歴レポート機能を使用するには、ユーザの特権が ViewHistoricalReports に設定されている必要が

あります。

リアルタイム レポートの表示
リアルタイム レポート機能を使用すると、さまざまな通話関連およびアプリケーション関連のイベン

トについてのリアルタイムの統計を表示できます。

リアルタイム レポートを表示するには、GUI の [Reports] > [Real Time Reports] オプションを使用しま

す。リアルタイム レポートの詳細については、GUI のオンライン ヘルプを参照してください。

（注） リアルタイム レポートを表示するには、ユーザの特権が ViewRealtimeReports に設定されている必要

があります。
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SNMP 監視の設定

この章では、Cisco Unity Express モジュールで Simple Network Monitoring Protocol（SNMP; 簡易

ネットワーク管理プロトコル）を設定し、システムの状態の監視、パフォーマンス監視の実施、データ

の収集、および Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付アプリケーションに対するトラップ

の管理を行う手順について説明します。

CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB の詳細については、『Cisco Unity Express SNMP MIB Release 2.2』ガ

イドを参照してください。

Cisco Unity Express のグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）からは、システムの監視を行え

ません。

この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco Unity Express で SNMP 監視を実装するための前提条件」（P.407）

• 「SNMP エージェント、パスワード、およびトラップ サーバの有効化」（P.407）

• 「ユーザ応答に対するしきい値の設定」（P.410）

• 「Cisco Unity Express シャットダウン要求の有効化」（P.413）

Cisco Unity Express で SNMP 監視を実装するための前提
条件

Cisco Unity Express モジュールでの CISCO-UNITY-EXPRESS-MIB のインストールの詳細について

は、『Cisco Unity Express SNMP MIB Release 2.2』ガイドを参照してください。

SNMP エージェント、パスワード、およびトラップ サーバ
の有効化

Cisco Unity Express で SNMP システム監視を有効にするには、次のタスクを実行する必要があります。

• SNMP エージェントの有効化

• SNMP 通知パスワードの指定

• 通知を受信する 1 台以上のホスト サーバの指定
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SNMP エージェント、パスワード、およびトラップ サーバの有効化
前提条件

正しい MIB がインストールされていることを確認します。詳細については、『Cisco Unity Express 
SNMP MIB Release 2.2』ガイドを参照してください。

この手順に必要なデータ

• ユーザが SNMP 情報を取得および変更できるようにするためのパスワード。このパスワードが、読

み取り専用の特権と読み取りと書き込みの特権のどちらを持つかを指定します。システムは、 大 
5 つの読み取り専用パスワードと、5 つの読み取りと書き込みのパスワードをサポートしています。

各パスワードの 大長は英数字で 15 文字です。大文字の A ～ Z、小文字の a ～ z、数字の 0 ～ 9、
下線（_）、およびハイフン（-）を使用できます。

• SNMP 情報を受信するホスト サーバの IP アドレスとパスワード。ホストが定義されていないと、

システムはトラップ情報を破棄します。 大 5 台のサーバがサポートされています。このパスワー

ドは、ユーザ パスワードと同じにする必要はありません。

プライマリ ホストとなるホストはありません。システムは、有効なすべてのホストに SNMP 通知

を送信します。

• （オプション）サーバの連絡先および場所情報。

概略手順

1. config t

2. snmp-server community community-string {ro | rw}

3. snmp-server enable traps

4. snmp-server host host-ipaddress community-string

5. （オプション）snmp-server contact contact-string

6. （オプション）snmp-server location location-string
7. end

8. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。
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SNMP エージェント、パスワード、およびトラップ サーバの有効化
ステップ 2 snmp-server community community-string {ro | rw}

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server community 
myaccess rw
se-10-0-0-0(config)# snmp-server community 
youraccess ro

SNMP エージェントを有効にして、SNMP 
パスワードを定義します。

• community-string：SNMP パスワード

を指定します。 大長は英数字で 15 文
字です。大文字の A ～ Z、小文字の a 
～ z、数字の 0 ～ 9、下線（_）、および

ハイフン（-）を使用できます。 初の

文字は英字である必要はありません。

• ro：パスワードは、読み取り専用機能

を持ちます。 大 5 つの ro パスワード

がサポートされています。

• rw：パスワードは、読み取りと書き込

みの機能を持ちます。 大 5 つの rw 
パスワードがサポートされています。

ステップ 3  snmp-server enable traps

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server enable traps 

SNMP トラップを有効にします。SNMP ト
ラップはデフォルトで無効になっています。

このコマンドを snmp-server host コマン

ドと組み合せて使用すると、SNMP 通知を

受信する 1 台以上のサーバを識別できます。

ステップ 4 snmp-server host host-ipaddress community-string

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server host 
172.16.100.10 iminhere
se-10-0-0-0(config)# snmp-server host 
172.16.100.20 bigtraps
se-10-0-0-0(config)# snmp-server host 
172.16.100.30 traps4cue

SNMP 通知を受け取るサーバを指定します。

• host-ipaddress：サーバの IP アドレス。1 
台以上のホストを有効にします。 大 5 
台のホストがサポートされています。

• community-string：SNMP パスワード

を指定します。 大長は英数字 15 文
字です。このパスワードは、

snmp-server community コマンドで

定義したパスワードと同じにする必要

はありません。

ステップ 5 snmp-server contact "contact-string"

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server contact “Dial 
71111 for system operator”

（オプション）SNMP サーバの連絡先情報

を指定します。 大長は英数字 31 文字で

す。この値は、MIB の sysContact 文字列

を設定します。テキストは二重引用符（" 
"）で囲みます。

ステップ 6 snmp-server location "location-string"

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server location “Bldg 
A NYC”

（オプション）SNMP サーバの場所情報を

指定します。 大長は英数字 31 文字です。

この値は、MIB の sysLocation 文字列を設

定します。テキストは二重引用符（" "）で

囲みます。

ステップ 7 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

設定モードを終了します。

コマンドまたは操作 目的
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SNMP 監視の設定

ユーザ応答に対するしきい値の設定
SNMP エージェント、パスワード、およびトラップ サーバの有効化の確認

SNMP エージェントのステータスとパスワードを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで 
show snmp configuration コマンドを使用します。

次の例は、show snmp configuration コマンドの出力を示しています。

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

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
se-10-0-0-0(config)# snmp-server community myaccess rw
se-10-0-0-0(config)# snmp-server community iminhere ro
se-10-0-0-0(config)# snmp-server enable traps
se-10-0-0-0(config)# snmp-server host 172.16.160.224 bigtraps
se-10-0-0-0(config)# snmp-server contact "Dial 71111 for system operator"
se-10-0-0-0(config)# snmp-server location "Bldg A NYC"
se-10-0-0-0(config)# end

se-10-0-0-0# show snmp configuration
Contact:              Dial 71111 for system operator
Location:             Bldg A NYC
Community 1 RO:       iminhere
Community 1 RW:       admin_main
Community 2 RW:       myaccess
Traps:                enabled
Host Community 1:     172.16.160.224 bigtraps
cueShutdownRequest:   disabled
se-10-0-0-0#

ユーザ応答に対するしきい値の設定
特定のユーザ アクションに対して短期間で発生した失敗数の急増を追跡すると、システムのセキュリ

ティ侵害の検知に役立ちます。

それぞれのユーザ操作には、デフォルトのしきい値があります。デフォルト値を変更するには、この項

で説明するコマンドを使用します。

Cisco Unity Express は次のユーザ アクションに関する、5 分間内の失敗数に対するしきい値の設定を

サポートしています。

• ログイン。

• パスワードの入力。

• 個人識別番号（PIN）ユーザ ID の入力。

• PIN パスワードの入力。

• PIN のリセット。

試行の数がアクションのしきい値に達すると、SNMP ホストに通知が送信されます。

ステップ 8 copy running-config startup-config

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

設定の変更内容を保存します。

コマンドまたは操作 目的
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SNMP 監視の設定

ユーザ応答に対するしきい値の設定
前提条件

正しい MIB がインストールされていることを確認します。詳細については、『Cisco Unity Express 
SNMP MIB Release 2.2』ガイドを参照してください。

この手順に必要なデータ

SNMP ホストに対して通知が送信されるまでに、次のアクションが行われる回数。

• パスワード エラー（デフォルトは 30）

• ログイン エラー（デフォルトは 30）

• PIN パスワード エラー（デフォルトは 30）

• PIN リセット（デフォルトは 5）

• PIN ユーザ ID エラー（デフォルトは 30）

概略手順

1. config t

2. （オプション）notification security login user threshold

3. （オプション）notification security login password threshold

4. （オプション）notification security pin uid threshold

5. （オプション）notification security pin password threshold

6. （オプション）notification security pin reset threshold
7. end

8. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 notification security login user threshold

例：
se-10-0-0-0(config)# notification security login 
user 10

（オプション）5 分間内の無効なログイン名

の数を threshold に設定します。失敗数が

この値を超えると、SNMP ホストに通知が

送信されます。

デフォルト値は 30 です。有効な値は 0 ～ 
999 です。
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SNMP 監視の設定

ユーザ応答に対するしきい値の設定
SNMP のログインおよび PIN 通知しきい値の確認

SNMP のログインおよびパスワードの通知しきい値を表示するには、Cisco Unity Express EXEC モー

ドで show notification configuration コマンドを使用します。

次の例は、show notification configuration コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
se-10-0-0-0(config)# notification security login user 10
se-10-0-0-0(config)# notification security login password 6
se-10-0-0-0(config)# notification security pin uid 12
se-10-0-0-0(config)# notification security pin password 8
se-10-0-0-0(config)# notification security pin reset 3
se-10-0-0-0(config)# end

ステップ 3 notification security login password threshold

例：
se-10-0-0-0(config)# notification security login 
password 6

（オプション）5 分間内の無効なログイン 
パスワードの数を threshold に設定します。

失敗数がこの値を超えると、SNMP ホスト

に通知が送信されます。

デフォルト値は 30 です。有効な値は 0 ～ 
999 です。

ステップ 4 notification security pin uid threshold

例：
se-10-0-0-0(config)# notification pin uid 12

（オプション）5 分間内の無効な PIN ユー

ザ ID の数を threshold に設定します。失敗

数がこの値を超えると、SNMP ホストに通

知が送信されます。

デフォルト値は 30 です。有効な値は 0 ～ 
999 です。

ステップ 5 notification security pin password threshold

例：
se-10-0-0-0(config)# notification security pin 
password 8

（オプション）5 分間内の無効な PIN パス

ワードの数を threshold に設定します。失

敗数がこの値を超えると、SNMP ホストに

通知が送信されます。

デフォルト値は 30 です。有効な値は 0 ～ 
999 です。

ステップ 6 notification security pin reset threshold

例：
se-10-0-0-0(config)# notification security pin 
rest 3

（オプション）5 分間内の PIN パスワード 
リセットの数を threshold に設定します。

リセット回数がこの値を超えると、SNMP 
ホストに通知が送信されます。

デフォルト値は 5 です。有効な値は 0 ～ 
999 です。

ステップ 7 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

設定モードを終了します。

ステップ 8 copy running-config startup-config

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

設定の変更内容を保存します。

コマンドまたは操作 目的
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SNMP 監視の設定

Cisco Unity Express シャットダウン要求の有効化
se-10-0-0-0# show notification configuration
Login user threshold:         10    (errors within a 5 minute interval)
Login password threshold:     6     (errors within a 5 minute interval)
PIN uid threshold:            12    (errors within a 5 minute interval)
PIN password threshold:       8     (errors within a 5 minute interval)
PIN reset threshold:          3     (resets within a 5 minute interval)
se-10-0-0-0#

Cisco Unity Express シャットダウン要求の有効化
シャットダウン要求を有効にすると、Cisco Unity Express モジュールを正常に停止できます。たとえ

ば、Uninterruptible Power Supply（UPS; 無停電電源）が、Cisco Unity Express 管理アプリケーション

に停電警告を送信したとします。この管理アプリケーションは、まだ UPS から電源が提供されている

間に Cisco Unity Express モジュールを停止するため、SNMP シャットダウン要求を送信します。

セキュリティ上の理由から、シャットダウン機能はデフォルトで無効になっています。

Cisco Unity Express モジュールをリセットするには、モジュールが収容されているルータで 
service-module service-engine slot/port reset コマンドを使用します。

前提条件

正しい MIB がインストールされていることを確認します。詳細については、『Cisco Unity Express 
SNMP MIB Release 2.2』ガイドを参照してください。

概略手順

1. config t

2. snmp-server enable cueShutdownRequest

3. end

4. copy running-config startup-config

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

設定モードを開始します。

ステップ 2  snmp-server enable cueShutdownRequest

例：
se-10-0-0-0(config)# snmp-server enable 
cueShutdownRequest

Cisco Unity Express シャットダウン要求を

有効にします。シャットダウン要求はデ

フォルトで無効になっています。
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SNMP 監視の設定

Cisco Unity Express シャットダウン要求の有効化
シャットダウン要求の有効化の確認

シャットダウン要求機能のステータスを表示するには、Cisco Unity Express EXEC モードで show 
snmp configuration コマンドを使用します。

次の例は、show snmp configuration コマンドの出力を示しています。

se-10-0-0-0# show snmp configuration
Contact:              Dial 71111 for system operator
Location:             Bldg A NYC
Community 1 RO:       iminhere
Community 1 RW:       admin_main
Community 2 RW:       myaccess
Traps:                enabled
Host Community 1:     172.16.160.224 bigtraps
cueShutdownRequest enabled
se-10-0-0-0#

ステップ 3 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

設定モードを終了します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

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

設定の変更内容を保存します。

コマンドまたは操作 目的
414
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



Cisco Unified Messaging Gateway への 
Cisco Unity Express エンドポイントの登録

この章では、Cisco Unity Express エンドポイントに関して、このタイプのエンドポイントを Cisco 
Unified Messaging Gateway（UMG）に自動登録できるようにするための、Cisco Unity Express 3.1 の
新しいコマンドを中心に説明します。

Cisco Unity Express 3.0 以降を実行しているエンドポイントは、自動登録をサポートしていません。こ

のようなエンドポイントは、Cisco UMG で手動設定する必要があります。

この章では、次の内容について説明します。

• 「自動登録処理の概要」（P.416）

• 「Cisco UMG への自動登録の設定」（P.417）

• 「Cisco Unity Express エンドポイントの手動登録」（P.421）

• 「Cisco Unity Express エンドポイントの登録ステータスの確認」（P.427）

• 「リモート検索の有効化または無効化（TUI による確認付きの場合または確認なしの場合）」（P.429）

• 「キャッシュと設定済みネットワーク ロケーションの表示」（P.429）

• 「ロケーションの更新」（P.430）

• 「キャッシュされたロケーションに対する有効期限の設定」（P.430）

• 「NAT デバイスのオーバーロード：エンドポイントでの結果」（P.430）
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Cisco Unified Messaging Gateway への Cisco Unity Express エンドポイントの登録

自動登録処理の概要
自動登録処理の概要
自動登録の目的は、Cisco UMG で正規の Cisco Unity Express 3.1 エンドポイントを自動的に「検出」

することです。

（注） 現在、自動登録できるエンドポイントのタイプは Cisco Unity Express 3.1 だけです。この項では、特に

指定がない限り「エンドポイント」とは、このタイプのエンドポイントだけを指しています。

メッセージング ゲートウェイは、エンドポイントから送信された自動登録メッセージにある共有秘密

情報を検証することで、エンドポイントが正規のものかどうかを検出します。検証に成功すると、

VPIM メッセージは信頼できるピア間だけで交換されるようになります。

自動登録処理は、エンドポイントの起動後に開始されます。正しく設定されたエンドポイントは自動登

録が可能で、次の情報を持っています。

• そのエンドポイントのプライマリ（場合によってはセカンダリ）メッセージング ゲートウェイの

ロケーション ID と IP アドレスまたはドメイン名。

• メッセージング ゲートウェイが認識している登録 ID とパスワード。

– Cisco UMG での ID およびパスワードの設定については、『Cisco UMG 1.0 CLI Administrator 
Guide』を参照してください。

– Cisco Unity Express 3.1 での ID およびパスワードの設定については、次の 「Cisco UMG へ
の自動登録の設定」（P.417）で説明します。

処理を開始すると、エンドポイントはプライマリ Cisco UMG メッセージング ゲートウェイ、セカンダ

リ メッセージング ゲートウェイ（セカンダリが設定されている場合）の順に、登録要求を送信します。

登録メッセージとは、独自のロケーション ID、ブロードキャスト ID など、エンドポイント自体に関す

る情報です。プライマリ メッセージング ゲートウェイで、登録中に設定上の問題が発生すると（ロ

ケーション ID がないなど）、処理に失敗し、エンドポイントはセカンダリ メッセージング ゲートウェ

イへの登録を試みません。異なる性質の問題（接続の問題など）が発生した場合、エンドポイントは処

理を続行し、セカンダリ メッセージング ゲートウェイへの登録を試みます。

エンドポイントが自動登録を行うと、メッセージング ゲートウェイは、信頼できるエンドポイント 
テーブルにそのエンドポイントを追加します。エンドポイントは、登録されたメッセージング ゲート

ウェイとの間で VPIM メッセージを送受信したり、リモート ユーザ情報を取得できるようになります。

登録の数分後に実行される自動ディレクトリ情報交換によって、メッセージング ゲートウェイはエン

ドポイントのプロパティを学習できます。

タイプが Cisco Unity Express 3.0 以降、Cisco Unity、および Avaya Interchange のエンドポイントは、

自動登録をサポートしていないため、メッセージング ゲートウェイから個別にプロビジョニングする

必要があります。この手順については、『Cisco UMG 1.0 CLI Administrator Guide』を参照してくださ

い。実行している Cisco Unity Express 3.1 で自動登録が有効になっていないエンドポイントは、他のタ

イプのエンドポイントと同様に扱われます。
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Cisco Unified Messaging Gateway への Cisco Unity Express エンドポイントの登録

Cisco UMG への自動登録の設定
Cisco UMG への自動登録の設定
Cisco Unity Express 3.1 以降を実行しているエンドポイントは、Cisco Unified Messaging Gateway に
自動登録できます。エンドポイントがオンラインになると、そのエンドポイントはメッセージング 
ゲートウェイ（設定されている場合にはプライマリとセカンダリの両方）を検索して自分自身を登録し

ます。それに対して、自動登録とは対照的に手動のプロビジョニングでは、そのメッセージング ゲー

トウェイ上で各エンドポイントのすべての関連する詳細情報を設定する必要があります。Cisco Unity 
Express 3.1 を実行していないエンドポイントでは、使用可能なオプションはこれだけです。

メッセージング ゲートウェイはエンドポイントを承認すると、ピアとディレクトリを交換することで、

そのエンドポイントが現在オンラインであることをシステム全体に知らせます。自動登録を有効にする

と、エンドポイントまたはメッセージング ゲートウェイがオフラインになった場合に、エンドポイン

トは両方がオンラインに戻るとすぐに自動的に再登録します。

自動登録を有効にするには、その前にプライマリ メッセージング ゲートウェイ、次にセカンダリ メッ

セージング ゲートウェイの順にアクセス情報を指定する必要があります。この指定の後に、自動登録

を有効にします。これらのコマンドを実行すると、メッセージング ゲートウェイのプロファイルが 
Cisco Unity Express 3.1 の実行コンフィギュレーションに保存されます。

（注） エンドポイントは、messaging-gateway registration コマンドを実行するまで自動登録されま

せん。

注意 設定を永続的なものにするには、設定を startup-config にコピーする必要があります。

write コマンドを次のように使用して、現在の設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存し

ます。

概略手順

1. config t

2. messaging-gateway registration

3. messaging-gateway primary location-id umg-ip-addr [ port umg-port ]

4. username umg-reg-id password encryption-level umg-passwd

5. （オプション）retry-interval retry-interval
6. end

7. （オプション）messaging-gateway secondary location-id umg-ip-addr [ port umg-port ]

8. （オプション）username umg-reg-id password encryption-level umg-password

9. （オプション）retry-interval retry-interval
10. end

11. exit

12. show messaging-gateway
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Cisco Unified Messaging Gateway への Cisco Unity Express エンドポイントの登録

Cisco UMG への自動登録の設定
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

設定モードを開始します。

ステップ 2 messaging-gateway registration 

例：
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway registration

エンドポイント（Cisco Unity Express）が、プライ

マリ メッセージング ゲートウェイに登録メッセー

ジを送信し、場合によってはセカンダリ メッセー

ジング ゲートウェイに登録メッセージを送信しま

す（プライマリ側への登録が設定エラーのため失敗

した場合を除きます）。

ステップ 3 messaging-gateway primary location-id umg-ip-addr 
[ port umg-port ] 

例：
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway primary 100 
192.0.2.0 port 8080

ゲートウェイ設定モードを開始し、プライマリ 
メッセージング ゲートウェイの次の情報を指定し

ます。

• location-id：プライマリ メッセージング ゲー

トウェイのロケーション ID。

• umg-ip-addr：プライマリ メッセージング ゲー

トウェイの IP アドレスまたはドメイン名。

• （オプション）port：プライマリ メッセージン

グ ゲートウェイがリッスンするポート。デフォ

ルト ポートは 80 です。

プライマリ Cisco UMG は、セカンダリの前に設定

する必要があります。このように設定しないと、エ

ラー メッセージ「Primary messaging gateway 
needs to be configured first.」が表示されます。

ステップ 4 username umg-reg-id password encryption-level 
umg-password

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# username cue31 password 
text herein

（オプション）メッセージング ゲートウェイへの登録

の承認に必要なユーザ名とパスワードを指定します。

• umg-reg-id：メッセージング ゲートウェイに登

録するためにエンドポイントが使用する登録 
ID。

複数のエンドポイントに同じ umg-reg-id が割

り当てられることがあるため、ロケーション 
ID と同じにする必要はありません。

暗号化されたパスワードと、暗号化されていないパ

スワードのいずれかを指定できます。つまり、使用

するのは暗号化されたパスワードおよびテキスト 
トークンです。

• encryption-level：この変数に指定可能な値は次

の 2 つです。

– text

– encrypted

• umg-password：メッセージング ゲートウェイ

に登録するためのパスワードは、 大長 x の英

数字の文字列です。
418
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



Cisco Unified Messaging Gateway への Cisco Unity Express エンドポイントの登録

Cisco UMG への自動登録の設定
ステップ 5 retry-interval retry-interval

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# retry-interval 2

（オプション）再試行間隔とは、エンドポイントが

メッセージング ゲートウェイへの再登録を試みる

までの時間です。この値は分単位で表します。デ

フォルトは 5 分間です。

ステップ 6 end

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# end

ゲートウェイ設定モードを終了し、設定モードを開

始します。

ステップ 7 （オプション）messaging-gateway secondary location-id 
umg-ip-addr [ port umg-port ]

例：
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway secondary 200 
192.0.2.1 port 8080

ゲートウェイ設定モードを開始し、セカンダリ 
メッセージング ゲートウェイの次の情報を指定し

ます。

• location-id：セカンダリ メッセージング ゲー

トウェイのロケーション ID。

• umg-ip-addr：セカンダリ メッセージング ゲー

トウェイの IP アドレスまたはドメイン名。

• （オプション）port：セカンダリ メッセージン

グ ゲートウェイがリッスンするポート。デフォ

ルト ポートは 80 です。

セカンダリ Cisco UMG は、プライマリの後で設定

する必要があります。このように設定しないと、エ

ラー メッセージ「Primary messaging gateway 
needs to be configured first.」が表示されます。

ステップ 8 （オプション）username umg-reg-id password 
encryption-level umg-password

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# username cue31 password 
text herein

（オプション）メッセージング ゲートウェイへの登録

の承認に必要なユーザ名とパスワードを指定します。

• umg-reg-id：メッセージング ゲートウェイに登

録するためにエンドポイントが使用する登録 
ID。

複数のエンドポイントに同じ umg-reg-id が割

り当てられることがあるため、ロケーション 
ID と同じにする必要はありません。

暗号化されたパスワードと、暗号化されていないパ

スワードのいずれかを指定できます。つまり、使用

するのは暗号化されたパスワードおよびテキスト 
トークンです。

• encryption-level：この変数に指定可能な値は次

の 2 つです。

– text

– encrypted

• umg-password：メッセージング ゲートウェイ

に登録するためのパスワードは、 大長 x の英

数字の文字列です。

コマンドまたは操作 目的
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例

Cisco Unity Express 3.1 エンドポイントで次のコマンドを実行すると、Cisco UMG に自動登録するよ

うに設定してから、自動登録を有効にして、 後に設定を startup-config に書き込みます。

se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway primary 100 192.0.2.0 port 8080 
se-10-0-0-0(config-gateway)# username cue31 password text herein
se-10-0-0-0(config-gateway)# retry-interval 2
se-10-0-0-0(config-gateway)# end
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway secondary 200 192.0.2.1 port 8080 
se-10-0-0-0(config-gateway)# username cue31 password text herein
se-10-0-0-0(config-gateway)# retry-interval 2
se-10-0-0-0(config-gateway)# end
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway registration
se-10-0-0-0(config)# end
se-10-0-0-0# write memory

ステップ 9 （オプション）retry-interval retry-interval

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# retry-interval 2

（オプション）再試行間隔とは、エンドポイントが

メッセージング ゲートウェイへの再登録を試みる

までの時間です。この値は分単位で表します。デ

フォルトは 5 分間です。

ステップ 10 end

例：
se-10-0-0-0(config-gateway)# end

ゲートウェイ設定モードを終了し、設定モードを開

始します。

ステップ 11 messaging-gateway registration

例：
se-10-0-0-0(config)# messaging-gateway registration

エンドポイントが、プライマリ メッセージング 
ゲートウェイに登録メッセージを送信し、場合に

よってはセカンダリ メッセージング ゲートウェイ

に登録メッセージを送信します（プライマリ側への

登録が設定エラーのため失敗した場合を除きます）。

ステップ 12 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

設定モードを終了し、EXEC モードを開始します。

ステップ 13 show messaging-gateway

例：
se-10-0-0-0# show messaging-gateway 

（オプション）メッセージング ゲートウェイへの登

録に関連する詳細情報、成功または成功以外を表示

します。詳細については、「Cisco Unity Express エ
ンドポイントの登録ステータスの確認」（P.427）を

参照してください。

ステップ 14 write memory

例：
se-10-0-0-0# write memory

running-config を startup-config にコピーし、エン

ドポイントがダウンした場合でも、上記の自動登録

設定が失われないようにします。

コマンドまたは操作 目的
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Cisco Unity Express エンドポイントの手動登録
Cisco UMG システムに Cisco Unity Express エンドポイントを追加する必要があるときに、次の 2 つの

場合があります。

• Cisco Unity Express 3.0 以降を実行している。

• Cisco Unity Express 3.1 を実行しているエンドポイントで自動登録処理を使用しない。

このような場合は、Cisco UMG から手動でプロビジョニングする必要があります。先にエンドポイン

トを設定してから、次に Cisco UMG でそのエンドポイントをプロビジョニングしてください。

（注） この手順を実行する必要があるのは、エンドポイントの初期設定をまだ行っていない場合だけです。エ

ンドポイントがすでに動作している場合は、以下のすべての手順が済んでいるはずです。その場合は、

エンドポイントでこれ以上何も実行する必要がありません。

概略手順

1. config t

2. network location-id number

3. （オプション）name location-name

4. （オプション）abbreviation name
5. email domain domain-name

6. voicemail phone-prefix digit string

7. （オプション）voicemail extension-length number [min number | max number]

8. （オプション）voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | G726}

9. （オプション）voicemail spoken-name
10. end

リモート ロケーションごとにステップ 2 ～ 10 を繰り返します。

11. network local location-id number

12. exit

13. show network locations configured

14. show network detail location-id number

15. show network detail local

16. show network queues
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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

設定モードを開始します。

ステップ 2 network location-id number

例：

se-10-0-0-0(config)# network location-id 9

ロケーションを追加または変更するためのロケーション設

定モードを開始します。

• number：ロケーションに割り当てる一意の ID 番号。

この番号は、ロケーションを識別するために使用さ

れ、ユーザが TUI でアドレス指定機能を実行するとき

に入力されます。この番号の 大長は 7 桁の数字です。

Cisco Unity Express は、システムあたり 大 500 のロ

ケーションをサポートします。

• ロケーションを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

ステップ 3 name location-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# name “San Jose”

（オプション）ロケーションを識別するための説明的な名

前。スペースを使用する場合は、名前を二重引用符で囲み

ます。

• ロケーション名の説明を削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

ステップ 4 abbreviation name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# abbreviation sjcal

（オプション）ユーザが TUI でアドレス指定機能を実行す

るときに再生されるロケーションの英数字の短縮形を作成

します。6 文字以上入力することはできません。

• 短縮形を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。
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ステップ 5 email domain domain-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# email domain 
mycompany.com 

ロケーションの電子メール ドメイン名または IP アドレス

を設定します。ドメイン名は、リモート ロケーションに 
VPIM メッセージを送信するときに追加されます（たとえ

ば、「4843000@mycompany.com」）。ドメイン名も IP アド

レスも設定しない場合、このロケーションの Cisco Unity 
Express システムはネットワーク メッセージを受信できま

せん。

• 電子メール ドメイン名または IP アドレスを削除して

ネットワーキングを無効にするには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

注意 ネットワーク ロケーションから電子メール ドメ

インを削除すると、Cisco Unity Express モ
ジュールからそのロケーションへのネットワー

キングは自動的に無効になります。

ローカル ロケーションの電子メール ドメインを

削除すると、その Cisco Unity Express モジュー

ル上のネットワーキングは無効になります。

ロケーションを再び有効にするには、有効な電

子メール ドメインをそのロケーションに割り当

てます。

ステップ 6 voicemail phone-prefix digit-string

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
phone-prefix 484

（オプション）ロケーションのユーザの VPIM アドレスを作

成するために内線番号に追加される電話番号プレフィック

スを設定します。プレフィックスは、電子メール ドメイン

が複数のロケーションをサポートし、ロケーション間の内

線番号が一意でない場合にだけ必要です。有効な値は 1 ～ 
15 桁です。デフォルト値は空白です。

• 電話プレフィックスを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

ステップ 7 voicemail extension-length {number | min number 
max number}

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
extension-length 8

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
extension-length min 5 max 9

（オプション）ロケーションに対するボイスメールの内線

番号の桁数を設定します。

• number：ロケーションの内線番号の桁数を設定します。

• max number：内線番号の 小桁数を設定します。デ

フォルト値は 2 です。

• min number：内線番号の 大桁数を設定します。デ

フォルト値は 15 です。

• 内線番号の桁数に関する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。

コマンドまたは操作 目的
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ステップ 8 voicemail vpim-encoding {dynamic | G711ulaw | 
G726}

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
vpim-encoding G711ulaw

（オプション）このロケーションにボイスメール メッセー

ジを転送するときに使用する符号化方式を設定します。

• dynamic：Cisco Unity Express は、ロケーションとネ

ゴシエートして符号化方式を決定します。

• G711ulaw：Cisco Unity Express は、常にメッセージ

を G.711 mu-law の .wav ファイルとして送信します。

これは、受信システムが G.711 mu-law 符号化をサ

ポートしている場合（Cisco Unity など）にだけ設定し

ます。

• G726：Cisco Unity Express は、常にメッセージを 
G726（32K ADPCM）として送信します。これは、低

帯域幅接続の場合、または Cisco Unity Express の接

続先のシステムが G.711 u-law をサポートしていない

場合に使用します。

• デフォルト値は dynamic です。

• 符号化をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 
または default 形式を使用します。

ステップ 9 voicemail spoken-name

例：

se-10-0-0-0(config-location)# voicemail 
spoken-name

（オプション）ボイスメール発信者の音声名をメッセージ

の一部として送信する機能を有効にします。音声名が送信

された場合、音声名は受信されたメッセージの冒頭に再生

されます。デフォルトでは有効になっています。

• 音声名の送信を無効にするには、このコマンドの no 
形式を使用します。

ステップ 10 end

例：

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

ロケーション設定モードを終了します。

ステップ 11 network local location-id number

例：

se-10-0-0-0(config)# network local location-id 1

ロケーション ID 番号で識別されたローカル Cisco Unity 
Express システムへのネットワーキングを有効にします。

• ローカル ロケーションを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

注意 ローカル ネットワーク ロケーションを削除して

から設定を保存した場合、Cisco Unity Express 
をリロードしても、ローカル ネットワーク ロ
ケーションは無効のままになります。Cisco 
Unity Express の再起動後、network local 
location-id コマンドを再入力し、このロケー

ションでのネットワークを再び有効にします。

ステップ 12 exit

例：

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

設定モードを終了します。

コマンドまたは操作 目的
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例

次の例は、サンノゼにある Mycompany 社の通話制御システムに対する show network コマンドの出力

結果を示しています。ここでは、6 つのリモート Cisco Unity Express サイトからリモート ボイスメー

ルが送信されています。

se-10-0-0-0# show network locations

ID        NAME ABBREV  DOMAIN
101       'San Jose' SJC sjc.mycompany.com
102       'Dallas/Fort Worth'             DFW dfw.mycompany.com
201       'Los Angeles' LAX lax.mycompany.com
202       'Canada' CAN can.mycompany.com
301       'Chicago' CHI chi.mycompany.com
302       'New York' NYC nyc.mycompany.com
401 'Bangalore' BAN bang.mycompany.com                              

se-10-0-0-0# show network detail location-id 102

Name: Dallas/Fort Worth
Abbreviation: DFW
Email domain: dfw.mycompany.com
Minimum extension length: 2
Maximum extension length: 15
Phone prefix:                           
VPIM encoding: G726
Send spoken name: enabled
Sent msg count: 10
Received msg count: 110

se-10-0-0-0# show network detail local

location-id: 101
Name: San Jose
Abbreviation: SJC
Email domain: sjc.mycompany.com
Minimum extension length:          2

ステップ 13 show network locations configured

例：

se-10-0-0-0# show network locations configured

（オプション）設定された Cisco Unity Express ロケーショ

ンごとに、ロケーション ID、名前、短縮形、およびドメイ

ン名を表示します。

ステップ 14 show network detail location-id number

例：

se-10-0-0-0# show network detail location-id 9

（オプション）送受信メッセージの数など、指定したロ

ケーション ID のネットワーク情報を表示します。

ステップ 15 show network detail local

例：

se-10-0-0-0# show network detail local

（オプション）送受信メッセージの数など、ローカル 
Cisco Unity Express ロケーションのネットワーク情報を表

示します。

ステップ 16 show network queues

例：

se-10-0-0-0# show network queues

（オプション）この Cisco Unity Express システムから送信

される、発信キュー内のメッセージに関する情報を表示し

ます。キュー情報は、緊急ジョブ キュー情報、通常ジョブ 
キュー情報、および実行ジョブ情報の 3 つに分けて表示さ

れます。

コマンドまたは操作 目的
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Maximum extension length:         15
Phone prefix:                           
VPIM encoding: dynamic
Send spoken name:                    enabled

次の例は、show network queues コマンドの出力結果を示しています。出力結果には、次のフィール

ドが含まれます。

• ID：ジョブ ID。

• Retry：Cisco Unity Express がこのジョブをリモート ロケーションに送信しようとした回数。

• Time：ジョブが再送信される時刻。

se-10-0-0-0# show network queues 

Running Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
107   VPIM 06:13:26   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com
106   VPIM 06:28:25   20    jennifer        1001@sjc.mycompany.com

Urgent Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
123   VPIM 16:33:39   1     andy            9003@lax.mycompany.com

Normal Job Queue
=================

ID    TYPE TIME       RETRY SENDER          RECIPIENT
122   VPIM 16:33:23   1     andy            9001@lax.mycompany.com
124   VPIM 16:34:28   1     andy            9003@lax.mycompany.com
125   VPIM 16:34:57   1     andy            9002@lax.mycompany.com
126   VPIM 16:35:43   1     andy            9004@lax.mycompany.com

エンドポイントで上記の手順の実行後、エンドポイントのプライマリ メッセージング ゲートウェイに

なる Cisco UMG で、『Cisco UMG 1.0 CLI Administrator Guide』の説明に従って、エンドポイントを

手動でプロビジョニングします。

エンドポイントのプライマリ メッセージング ゲートウェイで Cisco UMG コマンド location-id cue 
enabled（『Cisco UMG 1.0 CLI Administrator Guide』で詳しく説明）を実行し、エンドポイントを登

録します。

そのメッセージング ゲートウェイでコマンド show endpoint local を使用し、エンドポイントが登録さ

れていることを確認します。
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Cisco Unity Express エンドポイントの登録ステータスの確認
Cisco Unity Express エンドポイントの登録ステータスの
確認

Cisco Unity Express EXEC モードで show messaging-gateway コマンドを使用すると、現在の Cisco 
Unity Express 3.1 以降のバージョンのエンドポイントがメッセージング ゲートウェイに登録されている

かどうかを確認でき、登録に関連するすべての詳細情報（成功またはその他）も調べることができます。

プライマリ メッセージング ゲートウェイおよびセカンダリ メッセージング ゲートウェイとして設定し

た Cisco UMG と、それぞれのポート番号を確認できます。ステータス カラムの表示は、エンドポイン

トがメッセージング ゲートウェイに正常に登録されたかどうかを示しています。

エンドポイントが正常に登録された場合は、ステータス カラムに初期登録の日付と時刻が表示されま

す。Cisco Unity Express または Cisco UMG のどちらも解決できないボイスメール アドレス宛ての

メッセージに関して、デフォルトのルーティング先設定を確認することもできます。たとえば、Cisco 
Unity Express ローカル検索または Cisco UMG リモート検索で検出できない電話番号を指定した場合、

メッセージはデフォルトのルーティング先に転送されます。

表 22 show messaging-gateway の出力

AutoRegister to 
messaging 
gateway(s)

Enabled または 
Disabled

Remote directory 
lookup

Enabled または 
Disabled 

with TUI prompt または 
without TUI prompt

Primary 
messaging 
gateway または 
Secondary 
messaging 
gateway

IP アドレス（ポー

ト番号）

Status Registered または Not 
Registered

登録済みの場合は、初期登録確

認のタイムスタンプ、登録され

ていない場合は、その理由が

コードで表示されます（表 23 を
参照）。

Default route Enabled または Disabled
Location-id メッセージング ゲート

ウェイのロケーション ID
Reg-id Cisco UMG が認識する

エンドポイントからの登

録ユーザ名

Reg-password (Not displayed) Cisco UMG が認識するエンドポ

イントからの登録パスワード。

表示されません。

Retry-interval エンドポイントが登録を

再試行するまでの時間

（分）。デフォルトは 5 分
間です。

設定されていない場合は表示さ

れません。
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Cisco Unity Express エンドポイントの登録ステータスの確認
エンドポイントが正常に登録されなかった場合は、失敗の理由がステータス カラムに表示されます。

Cisco Unity Express 3.1 以降のバージョンのエンドポイントで次のコマンドを実行すると、その登録ス

テータスが示されます。

se-10-0-0-0# show messaging-gateway
Messaging gateways :

AutoRegister to messaging gateway(s) : Enabled
Remote directory lookup : Enabled (without TUI prompt)

Primary messaging gateway :
172.18.12.28 (8080)

        Status : Registered (Sun Jun 10 20:35:43 GMT 2007)
        Default route : Disabled
        Location-id : 50000
        Reg-id : umg
        Reg-password : (Not displayed)
        Retry-interval : 5 minute(s)

Secondary messaging gateway :
        Status : Not Configured

表 23 show messaging-gateway：ステータス コード

コード 意味

Registered
Not registered 自動登録が有効になっていません。

Not configured
Not registered (general error) この表に示されていないエラーによって、自動登

録が失敗しました。

Not registered (connection timeout) 接続がタイムアウトしました。

Not registered (authentication failed) 認証に失敗しました。

Not registered (link is down) リンクがダウンしています。

Not registered (location is forbidden) そのロケーション ID の Cisco Unity Express エン

ドポイントは、Cisco UMG によってブロックさ

れたために登録できません（エンドポイントの登

録を禁止する方法については、『Cisco UMG 1.0 
CLI Administrator Guide』を参照）。

Not Registered (duplicated location) Cisco Unity Express のロケーション ID が、グ

ローバルに一意ではありません。システム内に、

同じロケーション ID を持つ別のエンティティが

あります。

Not Registered (invalid configuration) セカンダリ メッセージング ゲートウェイのロ

ケーション ID がプライマリ メッセージング ゲー

トウェイに設定されていない、などの一般的な設

定エラー。

Not Registered (manually de-registered) メッセージング ゲートウェイのアクセス情報の更

新など、手動でトリガーされた再登録を示す中間

状態。
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リモート検索の有効化または無効化（TUI による確認付きの場合または確認なしの場合）
リモート検索の有効化または無効化（TUI による確認付きの
場合または確認なしの場合）

リモート ディレクトリ検索の有効化（TUI プロンプトがない場合）

Cisco Unity Express 3.1 エンドポイントで messaging-gateway registration コマンドを実行して自動登

録を有効にすると、エンドポイントでリモート検索の自動実行も有効になります。検索に時間がかかる

可能性があることをユーザに通知する、短いプロンプトも表示されます。

リモート ディレクトリ検索の有効化（TUI プロンプトがある場合）

リモート ディレクトリ検索機能を有効にしても、TUI フロー機能でのディレクトリ検索の確認は有効

になりません。この確認では、ローカルに一致する項目がない場合にリモート検索を実行するかどうか

を、Cisco Unity Express 3.1 がユーザに問い合せます。TUI ディレクトリ検索の確認を有効にするに

は、設定モード コマンド messaging-gateway directory lookup tui-prompt を使用します。

リモート ディレクトリ検索の無効化

リモート検索をまったく実行しないようにするには、no messaging-gateway directory lookup コマン

ドを実行してリモート検索を無効にします。

（注） リモート ディレクトリ検索機能を無効にすると、TUI フローでディレクトリ検索の確認も無効

になります。反対に、TUI フローでディレクトリ検索の確認を有効にすると、リモート ディレ

クトリ検索も有効になります。

ステータスの表示

これらの機能のステータスを表示するには、show messaging-gateway コマンドを使用し、次の出力が

表示されます。

リモート ディレクトリ検索のステータス

• 表示なし：リモート ディレクトリ検索が無効です。

• 表示あり：リモート ディレクトリ検索が有効です。

– Enabled (with TUI prompt)：TUI 確認プロンプトが有効になっています。

– Enabled (without TUI prompt)：TUI 確認プロンプトが無効になっています。

キャッシュと設定済みネットワーク ロケーションの表示
Cisco Unity Express 3.1 上でキャッシュされたすべてのリモート ロケーション エントリのリストを表

示するには、EXEC モードの show network locations cached コマンドを使用します。

Cisco Unity Express 3.1 で設定されたすべてのリモート ロケーション エントリのリストを表示するに

は、show network locations configured コマンドを使用します。このコマンドは、以前の show 
network locations コマンドを置き換えるものです。
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ロケーションの更新
ロケーションの更新
Cisco Unity Express 3.1 でキャッシュされたロケーション エントリを手動で更新するには、EXEC 
モードで network location cache refresh id コマンドを使用します。正常に実行された場合、このコマ

ンドは応答を返しません。正常に実行されなかった場合は、エラー メッセージが表示されます。

キャッシュされたロケーションに対する有効期限の設定
Cisco Unity Express 3.1 でキャッシュされたロケーションに対して有効期限を設定するには、設定モー

ドで network location cache expiry int コマンドを使用します。int 値は、日数を表します。デフォル

トでは 4 に設定されます。no コマンドでは、この値がデフォルト値に戻ります。この値は nvgen メ
ソッドによって保持されます。データベースには保存されません。

NAT デバイスのオーバーロード：エンドポイントでの結果
次の場合は、一方のエンドポイントがプライマリ メッセージング ゲートウェイと完全に接続されるよ

うに設定できます。

• IP アドレスが 1 つだけ割り当てられた NAT デバイスの背後に、2 つの Cisco Unity Express エンド

ポイントがある（オーバーロード状態）。

• この 2 つのエンドポイントには、2 つの異なるメッセージング ゲートウェイが、プライマリ メッ

セージング ゲートウェイとして設定されている。

（注） もう一方のエンドポイントは、HTTP 関連のアクティビティだけを実行でき（正しく設定されているこ

とが前提）、SMTP アクティビティは実行できません。
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T.37  オンランプおよびオフランプ ファック
ス サポートのための Cisco IOS Gateway の
設定 

この付録では、T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の
設定に関して説明します。

• 「展開のシナリオ」（P.431）

• 「設定オプション」（P.435）

• 「ファックス機能の利点と制限」（P.440）

• 「T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定」

（P.442）

展開のシナリオ 
ファックス機能を統合するには、着信通話と発信通話の両方に対して Cisco IOS ファックス ゲート

ウェイを使用する必要があります。これらのゲートウェイには、同じマシンを使用することも、異なる

マシンを使用することもできます。ただし、次の条件があります。

• 着信ファックス通話のファックス ゲートウェイ（オンランプまたはファックス検出アプリケー

ション）は、発信ゲートウェイで実行する必要があります。

• 発信通話のファックス ゲートウェイ（オフランプ）は、終端ゲートウェイで実行する必要があり

ます。

図 2 および 図 3 は、Cisco Unified Communications Manager Express（Cisco Unified CME、以前の名

称は Cisco Unified CallManager Express）および Cisco Unified Communications Manager（以前の名

称は Cisco Unified CallManager）のそれぞれの展開シナリオの例を示しています。どちらのシナリオ

でも、次のことを行います。

• Cisco IOS Gateway は、SMTP を通じて Cisco Unity Express（CUE）に MIME 符号化された

ファックスを送信します。

• Cisco Unity Express は、SMTP を通じてネットワーク内の別の Cisco Unity Express ノードに、

VPIM 符号化されたボイス メッセージまたはファックスを送信します。

• Cisco Unity Express は、SMTP を通じてネットワーク内の Cisco Unity サーバに、VPIM 符号化さ

れたボイス メッセージまたはファックスを送信します。
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展開のシナリオ
図 2 Cisco Unified CME の展開の例

図 3 Cisco Unified Communications Manager の展開の例

ファックス通話のフロー

ファックス通話はいくつかの段階に分けて確立されます。 初に、送信者はファックスを準備し、送信

先の番号をダイヤルします。送信先のファックス デバイスで通話がピックアップされると、発信側と

送信先は音声通話で接続されます。このとき、ファックス送信に切り替えるには、一方がファックス 
デバイスであることを信号で通知する必要があります。

各デバイスは、次のいずれかの方法を使用してその信号を送信できます。
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展開のシナリオ
• 送信側デバイスは、Calling Tone（CNG）トーンを送信し、このトーンによって送信側をファック

ス デバイスとして識別します。

• 受信側デバイスは、Called Station Identifier（CED）トーンを送信し、このトーンによって受信側

デバイスをファックス機として識別します。

ファックス通話が確立されると、デバイスは機種と機能を識別します。次の段階では、コンテンツを送

信し、送信の終了および確認を信号で通知し、通話を解放します。Cisco IOS ファックス ゲートウェ

イは次の方法をサポートしています。

• ファックス パススルー、およびアップスピード付きファックス パススルー

• Cisco ファックス リレー

• T.38 ファックス リレー

• T.37 ストア アンド フォワード ファックス

• ファックス用 IVR アプリケーション

T.37 ストア アンド フォワード Cisco IOS ファックス ゲートウェイは、T.37 ストア アンド フォワード 
ファックス アプリケーションを使用します。これは次の 2 つのプロセスから構成されます。

• オンランプ

• オフランプ

これらのプロセスを図 4 に示し、次の項で説明します。

図 4 T.37 ストア アンド フォワードの通話フロー
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展開のシナリオ
オンランプ ファックス処理

オンランプ処理では、音声ゲートウェイは、標準ファックス機または PSTN からの着信通話を処理し、

従来のグループ 3 ファックスを Tagged Image File Format（TIFF）添付ファイル付きの電子メール 
メッセージに変換します。ファックス電子メール メッセージおよび添付ファイルは、パケット ネット

ワークでの転送中に電子メール サーバによって処理されます。オンランプ ゲートウェイとして機能し

ている場合、Cisco ゲートウェイはエンド ユーザからファックスを受信し、それを TIFF ファイルに変

換して、標準 MIME 電子メール メッセージを作成します。そして、電子メール メッセージに TIFF 
ファイルを添付し、保存用に指定された SMTP サーバにファックス メール メッセージを転送します。

ゲートウェイは送信 MTA およびダイヤルピアを使用して、これらのタスクを完了します。Cisco ゲー

トウェイである送信 MTA は、ファックスの TIFF ファイルが添付された電子メール メッセージに関連

する配信パラメータを定義します。配信パラメータには、返信電子メール パスの定義や宛先メール 
サーバの指定が含まれます。

オフランプ ファックス処理

オフランプ処理では、音声ゲートウェイがネットワークからファックス機または PSTN に配信される

通話を処理し、TIFF 添付ファイル付きのファックス電子メールを、標準ファックス機または PSTN に
配信可能な標準ファックス形式に変換します。オフランプ ファックス処理では、Cisco ゲートウェイが

オフランプ ゲートウェイとして機能し、POTS にダイヤルして、標準ファックス プロトコルを使用し

てリモート ファックス機（グループ 3 ファックス デバイス）と通信する必要があります。オフランプ 
ゲートウェイは、次の機能を提供します。

• TIFF ファイル（またはプレーン テキスト ファイル）付きのファックス メールを標準形式に変換

して、受信者に配信します。ストア アンド フォワード ファックス アプリケーションは、標準

ファックス形式に変換するときに、TIFF またはプレーン テキスト ファイルを元の形式からまった

く変更しません。オフランプ ゲートウェイは受信 MTA およびダイヤルピアを使用して、変換を実

行します。

• 標準ファックス送信として電子メール メッセージを配信します。Cisco ゲートウェイは、各ファッ

クス ページ（テキストから変換されたファックス ページ）の上に追加する情報を生成し、ファッ

クスのカバー シートを作成します。オフランプ ゲートウェイは、受信 MTA、ダイヤルピア、およ

び追加された情報をフォーマットしてファックスのカバー シートを生成するための専用コマンド

を使用することで、ファックス送信として電子メール メッセージを配信します。

• 転送オフランプ ゲートウェイとファックス デバイス間の回線特性を定義するには、POTS ダイヤ

ルピアだけを使用します。オプションとして、ファックス圧縮スキームおよび解像度を定義するた

めに MMoIP ダイヤルピアを設定できます。このオプションが役立つのは、受信したファックス 
メールに対してこれらのパラメータを変更する場合だけです。

• 受信 MTA を使用して、ゲートウェイ SMTP サーバに関連するパラメータを定義します。これは 
SMTP ホスト エイリアスにすることができ、通常の DNS ホスト名または内部 Cisco IOS ホスト名

とは異なっていてもかまいません。

（注） オンランプとオフランプのファックス処理を 1 つのゲートウェイにまとめることも、別のゲートウェイ

に配置することもできます。オンランプとオフランプは、Cisco IOS Release 12.3(7) T 以降で利用でき

ます。
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次の項では、ファックス機能の設定オプションについて説明します。次のオプションがあります。

• 次のいずれかのモードで、ファックスに対して個別の DID を使用する。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード

• 次のいずれかのモードで、音声およびファックスに対して単一の DID を使用する。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード

• 次のいずれかでオフランプ アプリケーションを使用する。

– オンランプ アプリケーション

– ファックス検出アプリケーション

ファックスに対する個別の DID の使用 
ファックスに対して個別の DID を使用すると、Cisco Unified CME または Cisco Unified 
Communications Manager モードのいずれかで、Cisco Unity Express にファックスの送信専用に使用

可能な一意の内線番号を設定できます。このオプションを使用するには、Cisco Unified CME または 
Cisco Unified Communications Manager で、ファックス DID に対して ephone-dn または内線番号を設

定する必要があります。次のことが可能になります。

• オンランプ処理のために、発信ダイヤルピアに対して音声通話を転送する。

• オンランプ処理のために、発信ダイヤルピアに対して（DID に基づく）ファックス通話を直接

ルーティングする。

Cisco Unity Express ノードでは、以下の操作が必要です。

• 着信ファックス ゲートウェイを設定する。

• メールボックスでファックス ゲートウェイからのファックスを受信できるようにする。

• 個別のファックス DID を作成するために、このユーザにファックス番号を割り当てる。

設定手順は、ボイスメールボックスの場合とまったく同じです。ただし、メールボックスでファックス 
ゲートウェイからファックスを受信できるようにし、ユーザに対してファックス番号を作成する必要も

あります。ユーザは、音声番号を使用してこのメールボックスにログインできます。ファックス DID 
を使用したメールボックスへのログインはサポートされていません。

次のモードでは、ファックスに対して個別の DID を使用できます。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード

音声およびファックスに対する単一の DID の使用 
音声およびファックスに対して単一の DID 番号を設定する場合は、ユーザのプライマリ内線番号を使

用します。すべてのファックス通話は、ファックス ゲートウェイ上のファックス検出アプリケーショ

ンにルーティングされます。次に、ファックス ゲートウェイは、次のいずれかを実行します。
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• ファックス通話である場合は、通話を MMoIP ダイヤルピアにルーティングする。

• 音声ダイヤルピアに通話をルーティングする。

Cisco Unity Express では、以下の操作が必要です。

• メールボックスでファックス ゲートウェイからファックスを受信できるようにする。

• ユーザの内線番号としてファックス番号を設定する。

ファックス番号を設定しなかった場合は、デフォルトでユーザの内線番号が使用されます。

次のモードでは、音声およびファックスに対して単一の DID を使用できます。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード

単一の DID での接続優先モードの使用 
Cisco Unity Express はファックス検出アプリケーションを利用して、単一 DID 機能をサポートしま

す。ファックス検出アプリケーションには制限があり、次のいずれかのシーケンスが発生した場合に、

ファックス通話を切断し、ファックスを再送信する必要があります。

• シーケンス 1：

– ファックス通話がゲートウェイを通過する（ファックス検出アプリケーションが、接続優先

モードで動作するように設定されている場合）。

– 電話の着信音が鳴る。

– アプリケーションがファックス通話であることを検出する前に、ユーザが受話器を取り、通話

を切断する。

• シーケンス 2：

– ファックス通話がゲートウェイを通過する（ファックス検出アプリケーションが、接続優先

モードで動作するように設定されている場合）。

– 電話の着信音が鳴る。

– ユーザが受話器を取り、CNG トーンを聞く。

– ユーザがその通話をファックス ダイヤルピア（MMoIP）に転送しようとしたときに、ファッ

クス通話が切断される。

単一 DID での 接続優先モードの使用について十分に理解するには、 初にハイ レベル ファックス通話

フローについて理解する必要があります。図 5 に、ファックス通話のさまざまな段階を示します。以

下に詳しく説明する手順との対応を示すため、各通話フローにラベルを付けてあります。

（注） このシナリオは、ファックス検出アプリケーションが IOS ゲートウェイで実行されていることが前提

になっています。
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図 5 ハイ レベル ファックス通話フロー

ファックス検出アプリケーションが接続優先モードで設定されている場合は、ファックス トーンが聞

こえる前に通話が接続されます。図 5 に示すイベント シーケンスは、次のとおりです。

• ファックス機からファックス通話が開始されます。ファックス機は、FXS ポートまたは FXO ポー

トを使用して、Cisco IOS ファックス ゲートウェイの POTS ダイヤルピアに対して POTS 接続を

確立します（図 5 に示すステップ 1）。

• ファックス検出アプリケーションで設定された着信 POTS ダイヤルピアは、FXO ポートまたは 
FXS ポート、POTS ダイヤルピアおよび VoIP ダイヤルピアの間でコール レッグを作成します

（図 5 に示すステップ 2）。

• ファックス検出アプリケーションは、VoIP/SIP ダイヤルピアと電話機、または VoIP/H.323 ダイヤ

ルピアと電話機との間に第 2 のコール レッグを確立します。（単一の DID の場合に電話番号に対応

した）電話機の着信音が鳴り始めた場合、ユーザは受話器を取るか通話に応答し、通話がボイス

メールに転送されます。通話が確立されると、ゲートウェイは CNG トーンのリッスンを開始しま

す。ゲートウェイが 2 回の CNG トーンに相当する時間（6 秒）以内にファックス通話であること

を確認できない場合、その通話はボイスメール通話として扱われます（図 5 に示すステップ 3 と 
5）。ただし、ゲートウェイがファックス通話であることを検出した場合、ボイス コール レッグは

切断され、その通話は MMoIP ダイヤルピアに転送されます（図 5 に示すステップ 4）。

• 通話が音声通話であり、Cisco Unity Express が Cisco Unified Communications Manager と統合さ

れている場合は、音声通話が確立されます（図 5 に示すステップ 3）。応答がない場合、通話は 
Cisco Unity Express に転送されます（図 5 に示すステップ 6）。

• 通話が音声通話であり、Cisco Unity Express が Cisco Unified CME と統合されている場合は、音

声通話が確立されます（図 5 に示すステップ 5）。応答がない場合、通話は Cisco Unity Express に
転送されます（図 5 に示すステップ 8）。

• 通話がファックス通話である場合、Cisco Unity Express がどのように統合されているかにかかわ

らず、発信 MMoIP ダイヤルピアで設定されたファックス アプリケーションは、TIFF 添付ファイ

ル付きの電子メール メッセージにファックスを変換し、SMTP を通じてメッセージを Cisco Unity 
Express に送信します（図 5 に示すステップ 7）。
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ユーザから見ると、次のようなイベント シーケンスになります。

1. ファックス通話が開始されます。

2. 送信先の番号の着信音が鳴り始めます。

3. ユーザが受話器を取るか、または通話がボイスメールに転送されます。

4. ユーザが受話器を取った場合、CNG トーン（ファックス通話の場合）または音声（音声通話の場

合）が聞こえます。この時点で、次のようになります。

– ファックス ゲートウェイがファックス通話であることを検出する前にユーザが通話を切断し

た場合、その通話は切断され、ファックスを再送信する必要があります。

– ゲートウェイがファックス通話であることを検出するために必要な 6 秒間、ユーザが通話を保

留にした場合、ゲートウェイと Cisco Unified CME または Cisco Unified Communications 
Manager 間とのコール レッグが切断されます。通話は、MMoIP ダイヤルピアに対して確立さ

れます。

– ユーザがファックス番号（MMoIP）に通話を転送しようとした場合、通話の転送は失敗し、

通話が切断されます。

5. 通話がユーザのボイスメールに転送された場合は、ボイスメール プロンプトの再生が始まります。

通話が音声通話である場合、ユーザはボイス メッセージを残すことができます。通話がファック

スである場合は、6 秒以内に CAG トーンが検出され、音声通話が保留されて、MMoIP ダイヤル

ピアへの別のコール レッグが確立されます。ボイス コール レッグは切断されます。

個別の DID での接続優先モードの使用

個別の DID での接続優先モードに対するイベント シーケンスは、「単一の DID での接続優先モードの

使用」（P.436）で説明したシーケンスに似ています。ただし、ファックスには個別の DID を持ってい

るため、ファックス ゲートウェイでファックスを検出する必要はありません。ファックス番号への通

話はファックス ゲートウェイによってルーティングされ、MMoIP ダイヤルピアを使用して、（「ファッ

クス検出アプリケーションとオンランプ アプリケーションの使用」（P.439）を参照）電子メール形式

で SMTP を通じて Cisco Unity Express にファックスが送信されます。音声番号への通話は、Cisco 
Unified CME では SIP、Cisco Unified Communications Manager では H.323 を使用して、VoIP ダイヤ

ルピアにルーティングされます。

単一の DID は、個別の DID と共存できます。ユーザの環境を改善するため、ファックス通話および音

声通話に対して個別の DID がある場合は、ファックス検出アプリケーションを使用しないことをお勧

めします。

単一の DID でのリッスン優先モードの使用

ファックス検出アプリケーションがリッスン優先モードに設定されている場合、ファックス検出アプリ

ケーションは 初に CNG トーンをリッスンし、通話が音声通話またはファックス通話のいずれである

かによって、VoIP ダイヤルピアまたは MMoIP ダイヤルピアのいずれかに通話を接続します。図 5 に
示すイベント シーケンスは、次のとおりです。

1. ファックス機からファックス通話が開始されます。ファックス機は、FXS ポートまたは FXO ポー

トを使用して、POTS ダイヤルピアに対して POTS 接続を確立します。POTS ダイヤルピア上の

ファックス検出アプリケーションは、ファックス トーンをリッスンします。ファックス アプリ

ケーションは、MMoIP ダイヤルピアまたは VoIP/H.323 ダイヤルピアのいずれかに通話をルー

ティングします。ファックス ゲートウェイは、ファックス トーンをリッスンしているときに、発

信者に対して何らかのプロンプトを再生できます。これらのプロンプトには、宛先デバイスの着信

音が鳴っていることを示すトーンをシミュレートするダイヤル トーンなどがあります（図 5 に示

すステップ 1）。
438
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

T.37  オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定

設定オプション
2. 通話がファックスとして検出されない場合は、コール エージェントに通話をルーティングするた

めに、VoIP ダイヤルピア（Cisco Unified Communications Manager の場合は H.323、Cisco 
Unified CME の場合は SIP）が使用されます（それぞれ図 5 に示すステップ 3 と 5）。コール エー

ジェントは、宛先に通話をルーティングします（それぞれ図 5 に示すステップ 6 と 8）。電話機の

着信音が鳴り始めると、ユーザが受話器を取るか、または通話が CFNA/CFB 上のボイスメールに

転送されます。

3. 通話がファックス通話である場合、Cisco Unity Express がどのように統合されているかにかかわ

らず、通話は発信 MMoIP ダイヤルピアに渡されます（図 5に示すステップ 4）。発信 MMoIP ダイ

ヤルピアで設定されたファックス アプリケーションは、TIFF 添付ファイル付きの電子メール メッ

セージにファックスを変換し、Cisco Unity Express に送信します（図 5 に示すステップ 7）。

この構成でのユーザ環境は、次のようになります。

1. 通話が開始されます。

2. ファックスの検出中に着信音を鳴らすようにファックス ゲートウェイが設定されている場合、発

信者には着信音が聞こえます。それ以外の場合、発信者には何も聞こえません。

3. 受信側の電話機では、通話が音声通話として検出され、ゲートウェイが通話を電話機にルーティン

グするまで着信音が鳴りません。

4. 通話が音声として認識された場合、その通話は SIP/H.323 ダイヤルピアを使用して宛先番号にルー

ティングされ、電話機の着信音が鳴り始めます。次に、他の音声通話と同様に通話が続きます。

5. 通話がファックスであることをゲートウェイが検出した場合、通話は MMoIP ダイヤルピアに送信

され、ファックスは TIFF 添付ファイル付きの電子メール メッセージに変換されます。次に、

ファックスは受信者のメールボックスに表示されます。発信者には CED トーンが聞こえ、ファッ

クスが送信されます。

個別の DID でのリッスン優先モードの使用

ファックス通話および音声通話に対してダイヤルピアを設定すると、通話はファックス MMoIP ダイヤ

ルピアまたは VoIP ダイヤルピアのいずれかにルーティングできます（Cisco Unified CME では SIP を
使用し、Cisco Unified Communications Manager では H.323 を使用します）。お客様が個別の DID を
持っている場合は、POTS ダイヤルピア上でオンランプ アプリケーションを使用することをお勧めし

ます（オンランプ アプリケーションの詳細については、次の項を参照してください）。ただし、一部の

ユーザがファックスと音声に対して単一の DID を使用し、他のユーザはファックスと音声に対して個

別の DID を使用する混合モードの設定を使用することもできます。

ファックス検出アプリケーションの設定方法については、「ファックス検出アプリケーション用の

ファックス ゲートウェイの設定」（P.450）を参照してください。

ファックス検出アプリケーションとオンランプ アプリケーションの使用

単一の DID 機能を使用する場合は、ファックス検出アプリケーションを使用する必要があります。た

だし、ファックス検出アプリケーションには、「音声およびファックスに対する単一の DID の使用」

（P.435）で説明したような制限があります。

ファックスおよび音声通話に対して個別の DID を使用する場合は、ファックス ゲートウェイでファック

ス検出アプリケーションの代わりにオンランプ アプリケーションを設定することをお勧めします。図 5 
に示すように、オンランプ アプリケーションの使用時に次のようなイベント シーケンスが生じます。

1. ファックス機からファックス通話が開始されます。ファックス機は、FXS ポートまたは FXO ポー

トを使用して、Cisco IOS ルータ POTS ダイヤルピアに対して POTS 接続を確立します（図 5 に示

すステップ 1）。着信 POTS ダイヤルピアは、MMoIP ダイヤルピアに通話をルーティングします。
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2. 発信 MMoIP ダイヤルピアでは、T.30 パケットは TIFF 添付ファイル付きのファックス電子メール 
メッセージに変換されます（図 5 に示すステップ 4）。

3. 電子メール メッセージは、SMTP 接続を通じて Cisco Unity Express モジュールに送信されます

（図 5 に示すステップ 7）。

4. ファックスはユーザのメールボックスに保存されます。

ファックス機能の利点と制限
ファックス機能の主な利点および制限は、次のとおりです。

• ファックスは、アナログ ファックス機だけで作成および送信できます。ファックスの作成に対し

て、Cisco Unity Express で提供されるその他のサポートはありません。

• ファックスのブロードキャストはサポートされていません。

• 電話機の内線番号で GDM に送信されるファックスはサポートされています。ただし、IMAP から

の GDM アクセスはサポートされていません。

• ファックスは、システム レベルで設定したファックス番号を使用して出力できます。この番号は、

ユーザが TUI または VVE を使用してファックスを出力しようとしたときに呼び出されます。ユー

ザは、選択したファックス番号でこの番号を上書きできます。これにより、ユーザは選択した

ファックス機にファックスを出力できます。

• ファックスは、Cisco Unity Express ネットワーク内を転送できます。ユーザは、ファックスを転

送する前に注釈を記録できます。ファックスを転送するときに、送信者は、プライベート、緊急、

または両方としてファックスにマークを付けることができます。ユーザが転送されたメッセージを

聞いているときに、注釈は、ボイス メッセージと同様に再生されます。

• ファックス ゲートウェイを使用して、元の受信ファックスに応答することはサポートされていま

せん。メッセージが Cisco Unity Express ネットワーク内を転送されると、応答機能は他のボイス 
メッセージの場合と同様に動作します。

• ファックスに対する Live Reply はサポートされていません。

• ファックスは、VPIM2 を使用して Cisco Unity Express または Cisco Unity システムに送信されます。

• ファックスは、通常のボイス メッセージと同様に削除および復元することができます。

• 発信ファックスに対しては、配信ステータス通知が処理されます。遅延通知または失敗通知が発生

した場合は、DDR または NDR がユーザに対して生成されます。

• 着信メッセージでは、組み込み SMTP サーバがエラー状況を処理します。メッセージが受け入れ

られると、そのメッセージは正常に処理されたと見なされます。

• ファックスは BASE64 符号化により内部で保存されます。システムで計算のために使用される

ファックスのサイズは、BASE64 符号化サイズです。メールボックスの使用率および関連情報は、

時間単位で表示されます。ファックス サイズは、G711 アルゴリズムに基づいて、バイトから秒に

変換されます（サンプル レートを 64 KBps と仮定）。システムで使用される秒単位のファックス 
サイズは、メッセージの長さ（バイト数）に 8000 秒を乗じることで計算されます。

• ファックス セッションの合計数は、システムで許可される合計 TUI セッションと比較してカウン

トされます。システム内の 大ファックス セッション（通話）の数は、TUI セッションの 大限

度と同じです。

• ボイス メッセージと同じ方法で、ファックスでメッセージ通知機能を使用できます。ファックス

は、通知電子メールで TIFF 添付ファイルとして送信されます。

• ファックスの転送中、配信予定としてファックスにマークを付けることができます。
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ファックス機能の利点と制限
• ファックスには、IMAP でサポートされるクライアントからアクセスできます。実際のファックス

は、TIFF ファイルとして電子メール メッセージに添付されます。TIFF ファイルの名前は、

FM_yyyy.mm.dd_hh.mm.ss.tif の形式になり、hh は 24 時間形式です。IMAP クライアントでは、

ユーザはメッセージをダウンロードし、ファックスの添付ファイルをローカル ワークステーショ

ンに保存できます。添付ファイルは、標準 TIFF リーダーを使用して表示および印刷できます。

メッセージの送信元と、ファックスが PSTN を通じて送信されたのか、Cisco Unity Express ネッ

トワーク内で転送されたのかによって、ファックスには次のいずれかの件名が付きます。

– ファックス機からのファックス

Fax Message from external-phone-number

Fax message from Unknown sender

– ローカル ユーザが転送したファックス

Fax Message from extension

– 内線番号付きで GDM から転送されたファックス

Fax Message from extension

– 内線番号なしの GDM からのファックス

Fax Message from display_name/user_ID

– リモート ユーザまたはネットワーク ユーザが転送したファックス

Fax Message from VPIM_ID

– 転送されたファックスの NDR
Non Delivery Receipt: Fax message to recipient 

ここで、recipient は次のいずれかになります。

内線番号：ローカル ユーザおよび内線番号付きの GDM

表示名 /ユーザ ID：内線番号なしのローカル GDM

VPIM ID：リモート ユーザ アドレスまたはブラインド アドレス

電話番号：ファックス機の番号

– 転送されたファックスの DDR（転送されたファックスに限る）

Delayed Delivery Receipt: Fax message to recipient 

• GDM には、サポートされる IMAP クライアントからアクセスできません。したがって、GDM に
送信されたファックスを IMAP クライアントにダウンロードすることはできません。ただし、

GDM の電子メール メッセージ通知機能では、通知電子メールにファックスが添付されます。

• VVE を使用してファックスのヘッダーを表示できますが、VVE を使用してファックスの内容を表

示することはできません。ファックスは、発信ファックス通話を使用して VVE から印刷できます。

• ファックスには、メッセージの有効期限の「強制」適用があります。

• 発信ファックスを送信し、着信ファックス通話を受信するには、Cisco Unity Express を Cisco 
ファックス ゲートウェイと統合する必要があります。着信通話と発信通話で同じゲートウェイを

使用することも、異なるゲートウェイを使用することもできます。ただし、着信ファックス通話に

対して、同じファックス ゲートウェイで 2 つ以上の Cisco Unity Express ノードを統合することは

できません。

• ファックス ゲートウェイからファックスを受信する機能は、システム レベルまたはユーザ レベル

で有効にできます。システム レベルでは、着信ファックス ゲートウェイを設定することで、

ファックス処理を有効にすることができます。着信ファックス ゲートウェイを削除すると、シス

テム レベルでファックス処理を無効にすることができます。
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• CLI または GUI のいずれかを使用して、メールボックスに対してファックス ゲートウェイからの

ファックスの受信を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、着信ファックス 
ゲートウェイが設定されている場合、すべてのメールボックスはファックス ゲートウェイから

ファックスを受信できます。メールボックスに対してファックス処理を有効にすると、メールボッ

クスでファックスを受信できるようになります。ユーザに対してファックスに個別の DID を割り

当てる場合は、ユーザに対して一意のファックス DID を割り当てる必要があります。ファックス

とボイスメールの両方の保存に、同じメールボックスが使用されます。ファックスまたはボイス 
メッセージに影響を与えることなく、いつでもファックスに対する個別の DID を削除できます。

また、メールボックス内の既存のメッセージに影響を与えずに、ファックスを無効にすることがで

きます。ただし、メールボックスに対してファックス処理を無効にすると、ファックス機からその

メールボックスに宛てられたファックスは拒否されます。

• ファックス機能は、Cisco Unity Express が Cisco Unified SRST モードで動作している場合にサ

ポートされます。

• 発信ファックス（出力用）では、ファックスの送信に規制テーブルを使用できます。

T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポートの
ための Cisco IOS Gateway の設定

この項では、次の内容について説明します。

• 「前提条件」（P.442）

• 「T.37 オンランプ用のファックス ゲートウェイの設定」（P.443）

• 「T.37 オフランプ用のファックス ゲートウェイの設定」（P.446）

• 「ファックス検出アプリケーション用のファックス ゲートウェイの設定」（P.450）

前提条件

ファックス機能を設定するには、その前にファックス ゲートウェイを設定しておく必要があります。

「設定オプション」（P.435）で説明したように、次のオプションがあります。

• オンランプ アプリケーションと組み合せてオフランプ アプリケーションを使用する

• ファックス検出アプリケーションと組み合せてオフランプ アプリケーションを使用する

これらのオプションの設定方法については、以下を参照してください。

• 「T.37 オンランプ用のファックス ゲートウェイの設定」（P.443）

• 「T.37 オフランプ用のファックス ゲートウェイの設定」（P.446）

• 「ファックス検出アプリケーション用のファックス ゲートウェイの設定」（P.450）

「設定オプション」（P.435）で説明したように、ファックス ゲートウェイを設定するために使用するオ

プションは、次のいずれを使用するかによって異なります。

• 次のいずれかのモードで、ファックスに対して個別の DID を使用する。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード

• 次のいずれかのモードで、音声およびファックスに対して単一の DID を使用する。

– 接続優先モード

– リッスン優先モード
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指定した内線番号でこの機能の使用を制限する場合は、「規制テーブルの設定」（P.357）で説明する規

制テーブルを設定する必要があります。

前提条件の完了後、「システム全体のファックス パラメータの設定」（P.114）の説明に従って次のパラ

メータを設定します。

• ファックスを出力するために使用するシステム レベルのファックス番号

• ファックスを受信するために使用できるユーザとファックス番号間の関連付け 

T.37 オンランプ用のファックス ゲートウェイの設定

前提条件

ゲートウェイを通じてファックス通話をルーティングするには、着信ダイヤルピアと発信ダイヤルピア

を設定する必要があります。

POTS ダイヤルピア設定では、incoming called-number コマンドを使用すると、このダイヤルピアを

ゲートウェイに着信する着信通話番号と照合することができます。通常、ほとんどの現実のシナリオで

は、特定のファックス番号が設定されます。direct-inward-dial コマンドは、MMoIP ダイヤルピアを照

合するときに使用する番号として、受信した通話番号を使用します。port コマンドは、この POTS ダ
イヤルピアをゲートウェイ上の物理ポートと関連付けます。T.37 オンランプにとって重要なコマンド

は、application name コマンドです。このコマンドは、オンランプ ファックス アプリケーションと特

定の POTS ダイヤルピアを関連付けます。name フィールドは、call application voice name file 
location コマンドでユーザが定義します。この例では、このフィールドがコマンド call application 
voice onramp flash:app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl で以前に定義された名前であるため、POTS ダ
イヤルピアは、application onramp コマンドを使用します。

発信 VoIP 側では、通常の VoIP ダイヤルピアの代わりにマルチメディア ダイヤルピアまたは MMoIP 
ダイヤルピアが必要です。POTS ダイヤルピアと同様に、MMoIP ダイヤルピアでもコマンド 
application fax_on_vfc_onramp_app out-bound が必要です。この application コマンドは、コマンド 
show call application voice summary で表示されるスクリプトを参照します。必要なスクリプトは、

fax_on_vfc_onramp_app です。このアプリケーションが MMoIP ダイヤルピアを通じた発信通話だけ

で使用されるように、発信キーワードを覚えておくことも重要です。

destination-pattern コマンドは、着信通話番号を特定の発信 MMoIP ダイヤルピアと照合するために使

用されます。ほとんどの場合、このダイヤルピアはユーザの着信ファックス番号と一致します。

information-type fax コマンドは、発信 MMoIP ピアを T.37 ファックスと関連付けます。ダイヤルピ

アにこのコマンドがなければ、ゲートウェイは MMoIP ピアを使用せず、オンランプ ファックス通話

は失敗します。

session target mailto:email address コマンドは、電子メールにとってのエンド ユーザを識別します。

これは、メール サーバに送信される電子メールをアドレス指定するために使用します。すべての

ファックス電子メールは、ダイヤルピアによって定義されるメールボックスに送信されます。

次の例は、ゲートウェイに着信するすべての着信通話番号を照合するための、着信 POTS ダイヤルピ

アの設定を示しています。

se-10-0-0-0(config)# dial-peer voice 9995590 pots
 application onramp
 incoming called-number .
 direct-inward-dial
 port 2/1/0
!
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次の例は、オンランプ スクリプトを参照する発信マルチメディアまたは MMoIP ダイヤルピアの設定

を示しています。

se-10-0-0-0(config)# dial-peer voice 1 mmoip
 application fax_on_vfc_onramp_app out-bound
 destination-pattern 9995590
 information-type fax
session target mailto:$d$@sakapur.cue.com

この手順に必要なデータ

この手順では、電子メールの「From」フィールド用のユーザ名とホスト名が必要です。これにより、

ユーザには電子メールの「From」フィールドに「username@hostname」と表示されます。

概略手順

1. copy tftp flash

2. config t

3. fax interface-type fax-mail

4. config t

5. call application voice onramp flash:app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl 

6. ip domain name domain_name

7. mta send server [IP address | DNSname] port_number

8. mta send with-subject both

9. mta send mail-from username name

10. mta send mail-from hostname name

11. end

詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 copy tftp flash

例：
se-10-0-0-0# copy tftp flash

受信したファックス通話を処理するときに、ゲート

ウェイで実行する必要がある TcL スクリプトをロー

ドします。

（注） Cisco.com では、TcLware にある 
Downloads の Access セクションから必要な

スクリプト

（app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl.）をダウン 
ロードできます。

ステップ 2 config t

例：
se-10-0-0-0# config t

設定モードを開始します。
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ステップ 3 fax interface-type fax-mail

例：
se-10-0-0-0(config)# fax interface-type fax-mail 

ファックス通話を処理し、転送するためにゲート

ウェイを設定します。T.37 ルータのデバッグも利用

可能にします。

（注） このコマンドの実行後、ルータを再ロードし

てください。

ステップ 4 config t

例：
se-10-0-0-0# config t

設定モードを開始します。

ステップ 5 call application voice onramp 
flash:app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl 

例：
se-10-0-0-0(config)# call application voice onramp 
flash:app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl 

ゲートウェイが受信したファックス通話を処理する

ために必要な TcL スクリプトを、ルータが検索して

読み取る場所を指定します。

ステップ 6 ip domain name domain_name 

例：
se-10-0-0-0(config)# ip domain name gateway.com  

組み込み SMTP サーバと SMTP 接続を確立するため

に、ルータで使用されるドメイン名を指定します。

ステップ 7 mta send server [IP address | DNSname] port number

例：
se-10-0-0-0(config)# mta send server 192.168.113.13 
port 25

ルータが受信したファックスを送信するかどうかを

指定します。このコマンドは、複数のインスタンス

を設定できます。ただし、SMTP トランザクション

が失敗しない限り、設定の 初のインスタンスだけ

が使用されます。

ステップ 8 mta send with-subject both

例：
se-10-0-0-0(config)# mta send with-subject both

発信者と受信者の番号が電子メールの「Subject:」
フィールドに含まれるように、ゲートウェイを設定

します。

ステップ 9 mta send mail-from username name

例：
se-10-0-0-0(config)# mta send mail-from username 
smith

電子メールの「From」フィールドに有効なユーザ名

を指定して、SMTP トランザクションの失敗を防ぎ

ます。ユーザ名として発信番号を表示するには、

username に $s$ を設定します。

ステップ 10 mta send mail-from hostname name

例：
se-10-0-0-0(config)# mta send mail-from hostname 
fax-gateway.gateway.com

電子メールの「From」フィールドに有効なホスト名

を指定して、SMTP トランザクションの失敗を防ぎ

ます。上のコマンドと組み合せて使用すると、ユー

ザには電子メールの「From」フィールドに

「username@hostname」と表示されます。

ステップ 11 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたは操作 目的
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設定例

T.37 オフランプの設定も含む設定例については、「設定例」（P.448）を参照してください。

T.37 オフランプ用のファックス ゲートウェイの設定

前提条件

T.37 用のオフランプ ゲートウェイで、次の各ダイヤルピアの少なくとも 1 つを設定する必要があります。

• 着信 SMTP メッセージを受信ファックス番号と関連付けるための着信ダイヤルピア 

• 発信テレフォニー回線に通話をルーティングするための発信ダイヤルピア

次の例は、着信 SMTP メッセージを受信ファックス番号と関連付けるための着信ダイヤルピアの設定

を示しています。

dial-peer voice 2 mmoip
description off-ramp inbound VoiP from CUE
application offramp
information-type fax
incoming called-number 991
dsn delayed
dsn success
dsn failure
!

次の例は、発信テレフォニー回線に通話をルーティングするための発信ダイヤルピアの設定を示してい

ます。

dial-peer voice 5590 pots
destination-pattern 991....
port 2/0:23
forward-digits all
prefix 9
!

この手順に必要なデータ

この手順では、電子メールの「From」フィールド用のユーザ名とホスト名が必要です。これにより、

ユーザには電子メールの「From」フィールドに「username@hostname」と表示されます。

概略手順

1. copy tftp flash

2. config t

3. fax interface-type fax-mail

4. call application voice offramp flash:app_faxmail_offramp.2.0.1.3.tcl 

5. mta receive maximum recipients number

6. mta receive aliases string

7. mta receive generate permanent-error

8. end
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詳細手順

コマンドまたは操作 目的

ステップ 1 copy tftp flash

例：
se-10-0-0-0# copy tftp flash

受信したファックス通話を処理するときに、ゲート
ウェイで実行する必要がある TcL スクリプトをロー
ドします。

（注） Cisco.com では、TcLware にある Downloads 
の Access セクションから必要なスクリプト

（app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl.）をダウン 
ロードできます。

ステップ 2 config t

例：
se-10-0-0-0# config t

設定モードを開始します。

ステップ 3 fax interface-type fax-mail

例：
se-10-0-0-0(config)# fax interface-type fax-mail 

ファックス通話を処理し、転送するためにゲート
ウェイを設定します。T.37 ルータのデバッグも利用
可能にします。

（注） このコマンドの実行後、ルータを再ロードし
てください。

ステップ 4 call application voice offramp 
flash:app_faxmail_offramp.2.0.1.3.tcl 

例：
se-10-0-0-0(config)# call application voice offramp 
flash:app_faxmail_offramp.2.0.1.3.tcl 

ゲートウェイが受信したファックス通話を処理する
ために必要な TcL スクリプトを、ルータが検索して
読み取る場所を指定します。

ステップ 5 mta receive maximum recipients number

例：
se-10-0-0-0(config)# mta receive maximum recipients 
10

ゲートウェイのリソース使用率を制限するよう、
ゲートウェイ上の SMTP 接続に対して同時受信者の
数を指定します。デフォルト値は 0 で、次のように
なります。

• ゲートウェイは、SMTP 要求に応答しません。

• すべてのオフランプ トランザクションはただち
に失敗します。

ステップ 6 mta receive aliases string

例：
se-10-0-0-0(config)# mta receive aliases cue.com

オフランプ ファックス処理用に SMTP エイリアスと
して使用可能な、有効なホスト名を指定します。こ
のコマンド内の文字列は、IP アドレスと DNS タイプ
のホスト名のどちらでもかまいません。さまざまな
ドメイン名と IP アドレスに対応できるよう、複数の
エイリアス（ 大 10）を設定できます。

（注） 着信メールの宛先ホスト名が、このコマンド

を使用して設定したエイリアスと正確に一致

しない場合、すべての SMTP 接続は失敗し

ます。
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設定例

この設定は、Cisco Unity 着信ファックス機能に対する 小限の Cisco IOS 設定の例です。この例には、

オンランプ アプリケーションとオフランプ アプリケーションの両方の設定が含まれています。重要な

設定コマンドは、太字で示してあります。

router# show run
Building configuration...
 
Current configuration : 1808 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname vnt-3725-51
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no network-clock-participate slot 2 
no network-clock-participate aim 0 
no network-clock-participate aim 1 
voice-card 2
 dspfarm
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
!         
!
ip domain name gateway.com
ip name-server 192.168.113.13
no ftp-server write-enable
isdn switch-type primary-ni
!
!
fax interface-type fax-mail

ステップ 7 mta receive generate permanent-error

例：
se-10-0-0-0(config)# mta receive generate 
permanent-error

すべての DSN メッセージに永続エラーとしてのフラ

グを付けるようにルータを設定し、送信者（IP 
ファックス サービス メールボックス）にただちに返

信されるようにします。送信者側では、ビジー信号

がある場合または応答がない場合に、サービスは、

ユーザ設定に基づいて再試行回数を決定できます。

それ以外の場合は、一時的な DSN エラーとしてのフ

ラグを付けることができ、Cisco Exchange は、非常

に長い時間、メッセージの再送信を試行します。こ

のコマンドがあるのは、IOS バージョン 12.3(7)T 以
降だけです。

ステップ 8 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたは操作 目的
448
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

T.37  オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定

T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定
mta send server 192.168.113.13 port 25
mta send subject this is a test fax inbound to unity
mta send with-subject both
mta send mail-from hostname vnt-3725-51.gateway.com
mta send mail-from username fax-mail
 
!
!
controller T1 2/0
 framing esf
 linecode b8zs
 pri-group timeslots 1-24
!
controller T1 2/1
 framing sf
 linecode ami
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.51.14 255.255.0.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown 
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial2/0:23
 no ip address
 isdn switch-type primary-ni
 isdn incoming-voice voice
 no cdp enable
!
ip default-gateway 192.168.51.1
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.51.1
ip http server
!
!
control-plane
!
!
call application voice onramp flash:app_faxmail_onramp.2.0.1.3.tcl
!         
!
voice-port 1/0/0
!
voice-port 1/0/1
!
dial-peer voice 9995590 pots
 application onramp
 incoming called-number .
 direct-inward-dial
 port 2/0/0
!
dial-peer voice 1 mmoip
 application fax_on_vfc_onramp_app out-bound
 destination-pattern 9995590
 information-type fax
 session target mailto:24445@cue.com
!
!
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dial-peer voice 5590 pots
destination-pattern 991....
port 2/0/0
forward-digits all
prefix 9
!
dial-peer voice 2 mmoip
description off-ramp inbound VoiP from CUE
application offramp
information-type fax
incoming called-number 991
dsn delayed
dsn success
dsn failure
!

line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!

ファックス検出アプリケーション用のファックス ゲートウェイの設定

前提条件

オンランプ ゲートウェイで、次の各ダイヤルピアの少なくとも 1 つを設定する必要があります。

• 着信 POTS ダイヤルピア

• VoIP ダイヤルピア

• MMoIP ダイヤルピア

次の項では、各ダイヤルピアを設定する方法について説明します。

着信 POTS ダイヤルピア

オンランプ ゲートウェイで着信 POTS ダイヤルピアを設定する場合、着信通話番号の文字列には、こ

のダイヤルピアの宛先ボイスメール電話番号を識別する E.164 電話番号のプレフィックスまたは全体

（ダイヤル プランによって異なる）を表すパターンを指定します。

次の例は、オンランプ ゲートウェイ上の着信 POTS ダイヤルピアの設定を示しています。

se-10-0-0-0 (config)# dial-peer voice 1 pots 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# application fax_detect 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# incoming called-number 75.. 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# direct-inward-dial 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# exit 

VoIP ダイヤルピア

ボイス メッセージ用には、オンランプ ゲートウェイ上で少なくとも 1 つの発信 VoIP ダイヤルピアを設

定する必要があります。次の例で、ボイスメール サーバの IP アドレスは 172.16.2.2 です。このゲート

ウェイ上で、適切な宛先パターンで発信 VoIP ダイヤルピアを設定してある場合、別のダイヤルピアを

設定する必要はありません。音声用の発信 VoIP ダイヤルピア上でのファックス検出用としての、別の

ダイヤルピア パラメータは存在しません。
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次の例は、オンランプ ゲートウェイ上の発信 VOIP ダイヤルピアの設定を示しています。

se-10-0-0-0 (config)# dial-peer voice 2 voip 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# destination-pattern 75.. 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# session target ipv4:172.16.2.2 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# dtmf-relay h245-signal 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# fax rate disable 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# exit 

MMoIP ダイヤルピア

オンランプ ゲートウェイ上で少なくとも 1 つの発信 MMoIP ダイヤルピアを設定する必要があります。

次の例で、session target コマンドは電子メールによるファックス送信先のアドレスを指定し、$d$ ワ
イルドカードは宛先パターンに置き換えられます。

次の例は、オンランプ ゲートウェイ上の発信 MMoIP ダイヤルピアの設定を示しています。

se-10-0-0-0 (config)# dial-peer voice 7 mmoip 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# application fax_on_vfc_onramp_app out-bound 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# destination-pattern 75.. 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# information-type fax 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# session target mailto:$d$@mail-server.com 
se-10-0-0-0 (config-dial-peer)# exit 

この手順に必要なデータ

この手順では、ファックス検出ゲートウェイのドメイン名とホスト名が必要です。

概略手順

1. config t

2. ip domain-name domain_name

3. hostname host_name

4. call application voice offramp flash:app_faxmail_offramp.2.0.1.3.tcl 

5. end

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

設定モードを開始します。

ステップ 2 ip domain-name domain_name

例：
se-10-0-0-0(config)# ip domain-name faxdetection.com 

オンランプ ゲートウェイでドメインを設定します。

ステップ 3 hostname host_name

例：
se-10-0-0-0(config)# hostname server23

オンランプ ゲートウェイでホスト名を設定します。
451
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

T.37  オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定

T.37 オンランプおよびオフランプ ファックス サポートのための Cisco IOS Gateway の設定
ステップ 4 call application voice fax_detect 
flash:fax_detect_2.1.2.0.tcl 

例：
se-10-0-0-0(config)# call application voice 
fax_detect flash:fax_detect_2.1.2.0.tcl

ルータがファックス検出アプリケーションを検索し、

オンランプ ゲートウェイにロードするための場所を

指定します。

ステップ 5 end

例：
se-10-0-0-0(config)# end

特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたは操作 目的
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この章では、トラブルシューティングについて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「トラブルシューティングに関するガイドライン」（P.453）

• 「トラブルシューティング コマンド」（P.458）

対象となる問題にシステムの制限が関係している場合は、『Cisco Unity Express Installation and 
Upgrade Guide』も参照してください。

ヒント Cisco Unity Express のマニュアルのホーム ページをブックマークしておくと、すべてのマニュアルに

簡単にアクセスできます。これらの運用時のタスクおよび必要に応じて実行するタスクのマニュアルを

印刷し、使用できるようにしておいてください。

トラブルシューティングに関するガイドライン
次の項では、Cisco Unity Express の設定およびアプリケーションをトラブルシューティングするため

の情報や推奨事項を示します。

• 「システム レポート」（P.454）

• 「ログ ファイル」（P.454）

• 「ユーザとグループ」（P.454）

• 「ハードウェアとソフトウェア」（P.455）

• 「ボイスメール」（P.457）

• 「メッセージ ウェイティング インジケータ（MWI）（Cisco Unified CME に限る）」（P.458）

• 「自動受付プロンプト」（P.458）

ヒント Cisco Technical Support & Documentation Web サイトには、検索可能な数千ページの技術コンテンツ

があり、製品、技術、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンクが含まれています。

Cisco.com 登録ユーザはこのページからログインして、さらに多くのコンテンツにアクセスできます。
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トラブルシューティングに関するガイドライン
システム レポート

Cisco Unity Express には、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）とコマンドライン インター

フェイス（CLI）の両方で使用できる、次の情報を含むシステム レポートが用意されています。

• メールボックスおよびメッセージ統計情報

• メールボックス サイズ監視

• バックアップおよび復元履歴

• システム ハードウェア パラメータ

• メモリおよび CPU 使用量（CLI に限る）

• 通話履歴

ログ ファイル

症状：GUI にログ ファイルが表示されません。

説明 ログ ファイルは、エラー報告およびトラブルシューティング用に保存されています。GUI 
には、システム エラー メッセージへのアクセス権がありません。

推奨処置

ログ ファイルを表示するには、CLI を使用します。

ユーザとグループ

症状：GUI にアクセスできません。

説明 初期化ウィザードでシステム管理者の資格を入力しませんでした。

推奨処置 Cisco Unity Express EXEC モードで開始し、インストール後の作業中に作成した管理

者のログイン ID を使用するか、次の CLI コマンドを使用して管理者のログイン ID を作成します。

ここで、user-id はユーザ ID で、password はユーザのパスワードです。

a. cue-10-0-0-0# username user-id create

b. cue-10-0-0-0# username user-id password password 

c. cue-10-0-0-0# config t

d. cue-10-0-0-0(config)# groupname Administrators member user-id 

症状：ユーザのパスワードまたは個人識別番号（PIN）を回復する必要があります。

説明 ユーザがパスワードまたは PIN を忘れました。

推奨処置 セキュリティ上の理由から、パスワードと PIN を画面上に表示したり、印刷したりする

ことはできません。新しいパスワードまたは PIN を作成し、その新しいコードをユーザに付与す

る必要があります。新しいパスワードまたは PIN を作成するコマンドについては、「グループの追

加と変更」（P.141）を参照してください。
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トラブルシューティングに関するガイドライン
ハードウェアとソフトウェア

システムの再起動

症状：Cisco Unity Express モジュールを再起動する場合、ルータを再起動する必要はありますか。

説明 Cisco Unity Express モジュールを再起動する場合、ルータを再起動する必要はありません。

Cisco Unity Express モジュールとルータは、相互に独立して再起動できます。ただし、ルータを

再起動すると、ルータとモジュール間で IP 接続が再び確立されるまで、通話がモジュールに到達

しなくなります。

注意 データの損失やファイルの破損を避けるため、ルータの電源を再投入する際は必ず、事前にモ

ジュールをシャットダウンしてください。Cisco Unity Express モジュールを正常にシャットダウン

するには、service-module service-engine slot/port shutdown コマンドを入力します。拡張 Cisco 
Unity Express モジュールを正常にシャットダウンするには、service-module integrated 
service-engine slot/unit shutdown コマンドを入力します。

サマータイムの設定

症状：サマータイムを設定する必要があります。

説明 Cisco Unity Express では、サマータイムはタイム ゾーンに基づいて自動的に設定されます。

タイム ゾーンの設定は、インストール作業中に行うか、または [Administration] > [Network Time 
& Time Zone Settings] の GUI 画面で行います。

コンポーネント間の通信

症状：Cisco Unity Express モジュールでセッションを開始できません。

説明 モジュールに関連付けられた TTY 回線が占有されています。

推奨処置 TTY 回線をクリアするには、service-module service-engine slot/port session clear コ
マンドを使用します。

症状：Cisco Unity Express CLI を使用して、IP アドレスまたは IP デフォルトゲートウェイ設定を変更

または削除することができません。

説明 IP アドレスおよび IP デフォルトゲートウェイ設定は、Cisco IOS ソフトウェアで制御され

ます。

推奨処置 service-engine インターフェイスから、必要な変更を加えます。

症状：service-module コマンドが有効にならないようです。

説明 service-module のステータスが定常状態になっていない可能性があります。RBCP コンフィ

ギュレーション メッセージが表示されるのは、service-module が定常状態にあるときだけです。

推奨処置 Cisco Unity Express モジュールをリロードするには、service-module service-engine 
slot/port reload コマンドを使用します。
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トラブルシューティングに関するガイドライン
症状：IP unnumbered 方式の使用時に内部アドレスを ping できません。

説明 IP ルート テーブルが正しくありません。

推奨処置 IP unnumbered を使用する場合は、service-engine インターフェイスを指すスタティッ

ク ルートを追加します。

症状：ルータ側または Cisco Unity Express 側から端末回線の速度を設定できません。

説明 Cisco Unity Express には、速度を設定する CLI コマンドがありません。速度は、Cisco 
Unified Communications Manager 側と Cisco Unity Express 側の両方で 9600、8-N-1 に設定され

ています。Cisco IOS ソフトウェアでも速度設定を変更できますが、変更は有効になりません。

活性挿抜（OIR）

症状：ルータの Cisco Unity Express ネットワーク モジュールの Online Insertion and Removal（OIR; 
活性挿抜）を行ったところ、正常に動作しないようです。

説明 OIR をサポートしているのは、Cisco 3745 ルータおよび 3845 ルータだけです。AIM では 
OIR は使用できません。

症状：Cisco 3745 で OIR を行ったところ、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールが動作しません。

説明 OIR を行う前に、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールをシャットダウンしておく

必要があります。

推奨処置 OIR を行う際は、次の手順を実行する必要があります。

a. service-engine インターフェイスをシャットダウンします。

b. service-module service-engine slot/port shutdown コマンドを発行します。

c. ネットワーク モジュールがシャットダウンされたことが確認されるまで待機します。

d. OIR を続行します。

ログ ファイルの保存と表示

症状：ログ ファイルをリモート ロケーションに格納したいのですが。

推奨処置 ログ ファイルは、デフォルト ロケーションであるディスク上に格納されます。ログ 
ファイルを別のサーバに格納するように Cisco Unity Express を設定できます。また、履歴用に格

納する必要がある場合は、ディスク上のログ ファイルを別のサーバにコピーすることもできます。

たとえば、コマンドは次のようになります。

copy log filename.log url ftp://ftp-user-id:ftp-user-passwd@ftp-ip-address/directory

se-10-0-0-0# copy log messages.log url ftp://admin:voice@172.168.0.5/log_history

症状：GUI にログ ファイルの内容が表示されません。

説明 GUI にはログ ファイルを表示できません。トラブルシューティング用のコマンドおよび

ファイルを使用できるのは、CLI を使用した場合だけです。

推奨処置 Cisco Unity Express から外部サーバにログ ファイルをコピーし、vi などのテキスト エ
ディタを使用して内容を表示します。
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コンフィギュレーションの変更の保存

症状：GUI タイマーが期限切れになったときに、一部のコンフィギュレーション データが失われました。

説明 データの入力時に保存しませんでした。

推奨処置 GUI でコンフィギュレーションを変更するときは、タイマーによってシステムからログ

アウトされる前に、[Apply] アイコンを使用して、実行コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。タイマーによってログアウトされるときに、[Apply] アイコンを使用していなかった場合、変

更は保存されません。

（注） タイマーの影響を受けるのは GUI だけで、CLI は影響を受けません。

症状：システムを再起動したらコンフィギュレーション データが失われました。

説明 再起動する前にデータを保存しませんでした。

推奨処置 GUI で [Save Configuration] 操作を実行し、CLI で copy running-config 
startup-config コマンドを入力して、実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィ

ギュレーションに変更をコピーします。Cisco Unity Express を再起動すると、スタートアップ コ
ンフィギュレーションがリロードされます。

（注） ボイスメール メッセージは、アプリケーション データと見なされて、ディスクに直接保存され

るものであり、自動的にスタートアップ コンフィギュレーションに保存されます（停電に備え

る場合や新規にインストールする場合は、バックアップして別のサーバに保存する必要があり

ます）。それ以外のコンフィギュレーションの変更をすべてスタートアップ コンフィギュレー

ションに保存するには、明示的に「Save Configuration」操作を実行する必要があります。

ボイスメール

症状：エンベロープに「unknown caller」と表示されるメッセージをユーザが受信しました。

説明 Cisco Unity Express には、ボイスメールボックスを持つユーザの名前と内線番号が付いた 
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ディレクトリがあります。メッセージが着信する

と、Cisco Unity Express は発信者の ID（名前と内線番号）を LDAP ディレクトリ内のエントリと

照合します。一致するものが見つかると、ユーザの名前または内線番号がメッセージのエンベロー

プに追加されます。

たとえば、Cisco Unified CME または Cisco Unified Communications Manager プラットフォーム

に設定されているユーザが Cisco Unity Express に設定されていない場合、Cisco Unity Express の
ディレクトリにはそのユーザのレコードがないため、発信者は「unknown caller」としてアナウン

スされます。

推奨処置 ディレクトリで定義されていないプラットフォーム ユーザがある場合、プラットフォー

ムと Cisco Unity Express データベースの同期をとることができます。
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メッセージ ウェイティング インジケータ（MWI）（Cisco Unified CME に
限る）

症状：新しいバージョンの Cisco Unity Express にアップグレードしたところ、メールボックスにメッ

セージが残されても Message Waiting Indicator（MWI; メッセージ ウェイティング インジケータ）が

点灯しなくなりました。

説明 アップグレード手順により、Session Initiation Protocol（SIP）サブシステムの IP アドレス

が削除されます。

推奨処置 Cisco Unified CME ルータを指す SIP IP アドレスを再設定します。

自動受付プロンプト

症状：カスタムの自動受付プロンプトが動作しません。

推奨処置 プロンプト形式が CCITT G.711 u-law、8kHz、8-bit、Mono になっていることを確認し

ます。

ログおよびトレース ファイルの確認

フラッシュ メモリのログ ファイルおよびトレース ファイルを確認するには、Cisco Unity Express 
EXEC モードで show logs コマンドを使用します。

show logs

デフォルトでは、フラッシュ メモリへのログとトレースはオフになっています。log trace コマンドを

実行すると、ただちにログ機能とトレース機能が起動します。

このコマンドにより、atrace.log ファイルと messages.log ファイルが表示されます。各ファイルは 10 
MB の固定長で、この長さに達すると、トレースまたはログは自動的に停止します。古いファイルは新

しいファイルで上書きされます。

トラブルシューティング コマンド
表 24 は、Cisco Unity Express のトラブルシューティング コマンドを示しています。シスコのテクニカ

ル サポート担当者は、問題のトラブルシューティングを行うときに、これらのコマンドのいくつかを

実行するようお願いする場合があります。その際は、シスコのテクニカル サポート担当者より、コマ

ンドに関する詳細をお知らせいたします。

注意 これらのコマンドの中には、システム パフォーマンスに影響を与えるものがあります。シスコのテ

クニカル サポートの指示がある場合以外は、これらのコマンドを使用しないことをお勧めします。
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トラブルシューティング コマンド
表 24 トラブルシューティング コマンド

コマンド 目的

Cisco Unity 
Express EXEC 
モードで使用

Cisco Unity 
Express 設定モード

で使用

log console monitor 
module all

メッセージをコンソールに表

示します。

可 —

log console {errors | info | 
warning}

メッセージをコンソールに表

示します。

— 可

log server address 
{ip-address | hostname}

ログ ファイルの格納につい

て、外部サーバを設定します。

— 可

show arp Cisco Unity Express ARP 
テーブル エントリを表示し

ます。

可 —

show crash buffer 新のクラッシュ ログを表

示します。

可 —

show errors メッセージ ログに報告された

エラーをすべて表示します。

可 —

show exception スローされた例外をすべて表

示します。

可 —

show interfaces 使用可能なインターフェイス

をすべて表示します。

可 —

show log name filename 特定のログを表示します。 可 —
show logging 現在のアクティブなログレベ

ルを表示します。

可 —

show logs ログ ファイルのリストを表

示します。

可 —

show memory 現在の Cisco Unity Express メ
モリ統計情報を表示します。

可 —

show processes CPU またはメモリのプロセ

スを表示します。

可 —

show software directory 
{downgrade | download}

設定されたソフトウェア情報

を表示します。

可 —

show software download 
server

設定されたソフトウェア情報

を表示します。

可 —

show software licenses 設定されたソフトウェア情報

を表示します。

可 —

show software packages 設定されたソフトウェア情報

を表示します。

可 —

show software versions 
[detail]

設定されたソフトウェア情報

を表示します。

可 —

show tech-support 完全なシステム情報を表示し

ます。

可 —

show trace シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —
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show version すべてのハードウェア コン

ポーネントのバージョンを表

示します。

可 —

trace all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace caff-sip all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace ccn all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace config-ccn all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace configapi all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace dbclient all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace dns all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace dns_cache all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace entityManager all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace imap all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace management all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace networking all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace ntp all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

表 24 トラブルシューティング コマンド （続き）

コマンド 目的

Cisco Unity 
Express EXEC 
モードで使用

Cisco Unity 
Express 設定モード

で使用
460
Cisco Unity Express ボイスメールおよび自動受付 CLI アドミニストレータ ガイド（3.0 およびそれ以降のバージョン）

OL-14010-05-J



 

トラブルシューティング

トラブルシューティング コマンド
trace smtpclient all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace snmp all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace superthread all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace sysdb all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace udppacer all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace vmclient all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace voicemail all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace voiceview all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace voiceview-ccn all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

trace webInterface all シスコのテクニカル サポー

トからの許可がない限り、

使用しないでください。

可 —

表 24 トラブルシューティング コマンド （続き）

コマンド 目的

Cisco Unity 
Express EXEC 
モードで使用

Cisco Unity 
Express 設定モード

で使用
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